プログラム

4月24日（日） 第1会場

2F 県民ホール

シンポジウム 14
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

9：40〜10：40

達人に聞く！食物アレルギー説明のポイント
座長：千貫 祐子（島根大学）
SY14-1 日常診療で知っておきたい経皮感作食物アレルギーの診療のポイント
矢上 晶子（やがみ あきこ）
藤田医科大学 総合アレルギー科 総合アレルギーセンター

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

SY14-2 予防と治療を経口免疫寛容の観点から説明する
大矢 幸弘（おおや ゆきひろ）
国立成育医療研究センター アレルギーセンター
シンポジウム 21【共通講習：医療安全】

10：45〜11：45

リスクマネジメントに必要な医療安全的思考を学ぶ
座長：森実 真（岡山大学）
ポ一
ス般
タ演
ー題

SY21

リスクマネジメントに必要な医療安全的思考を学ぶ
山口 道也（やまぐち みちや）
山口大学 皮膚科/山口大学附属病院 医療の質・安全管理部

特別講演 3【共通講習：医療経済（保険医療等）】

11：50〜12：50
座長：江藤 隆史（あたご皮フ科）

SL3

令和 4 年度診療報酬改定の概要
吉井 史歩（よしい しほ）
厚生労働省保険局医療課 課長補佐

シンポジウム 25

14：10〜15：10

こんな時の手湿疹診療のコツと工夫
座長：東 裕子（鹿児島大学）
SY25-1 あの手、この手で治す「手荒れ」
伊藤 明子（いとう あきこ）
ながたクリニック（新潟市）
/藤田医科大学 アレルギー疾患対策医療学/
新潟大学 皮膚科
SY25-2 コロナ禍で増加した手湿疹から考える「感染対策と必要な手洗い」
高山 かおる（たかやま かおる）
済生会川口総合病院 皮膚科
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プログラム

閉会式・次期会頭挨拶

15：10〜15：20
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

ポスター賞 受賞者発表（式典なし）

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

ポ一
ス般
タ演
ー題

日臨皮会誌：39（2），
2022（令和 4）● 161

プログラム

4月24日（日） 第2会場

2F 中ホール

モーニングセミナー 1
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

8：30〜9：30

クリニックにおけるアトピー性皮膚炎の治療戦略
座長：上出 良一（ひふのクリニック人形町/東京慈恵会医科大学）
片山 一朗（中津皮フ科クリニック/大阪大学）
MS1-1

長期寛解維持を見据えたアトピー性皮膚炎の薬物療法
〜アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2021 を踏まえて〜
田中 暁生（たなか あきお）
広島大学 皮膚科

MS1-2

最新のアトピー性皮膚炎の治療ゴール〜長期の寛解維持を目指して〜
井川 健（いがわ けん）
獨協医科大学 皮膚科
〈共催：サノフィ株式会社〉

ポ一
ス般
タ演
ー題

シンポジウム 15

9：40〜11：40

在宅褥瘡診療に必要な知識とケアのポイント
座長：井上 雄二（水前寺皮フ科医院）
駒田 信二（駒田皮ふ科クリニック）
SY15-1 在宅褥瘡のためのポジショニング
田中 マキ子（たなか まきこ）
山口県立大学 看護栄養学
SY15-2 在宅における褥瘡ケア
袋 秀平（ふくろ しゅうへい）
ふくろ皮膚科クリニック（横浜市）
SY15-3 在宅診療に必要な費用と保険の知識
木下 幹雄（きのした みきお）
TOWN 訪問診療所

162 ● 日臨皮会誌：39（2），2022
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プログラム

ランチョンセミナー 8
外用療法

13：00〜14：00

UP TO DATE〜皮脂欠乏症とアトピー性皮膚炎〜
座長：佐伯 秀久（日本医科大学）
上出 良一（ひふのクリニック人形町）

LS8-1

皮脂欠乏症診療の手引き 2021〜適切な皮脂欠乏症診療の普及を目指して〜
常深 祐一郎（つねみ ゆういちろう）
埼玉医科大学 皮膚科

LS8-2

一歩前へ！コムクロシャンプー使ってみなきゃ分からない
西村 陽一（にしむら よういち）
にしむら皮フ科クリニック（福井市）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：マルホ株式会社〉
シンポジウム 26

14：10〜15：10

達人に聞く！爪診療の極意
座長：橋口 貴樹（橋口皮膚科）
SY26-1 爪疾患の治療
東 禹彦（ひがし のぶひこ）
東皮フ科医院（堺市）
SY26-2 爪疾患と外用療法―その適応と限界―
安木 良博（やすき よしひろ）
佐賀記念病院 皮膚科/昭和大学 皮膚科
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ポ一
ス般
タ演
ー題

プログラム

4月24日（日） 第3会場

3F 大研修室1

モーニングセミナー 2
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

ポ一
ス般
タ演
ー題

8：30〜9：30

患者目線から考えるかゆみマネジメント
座長：中原 剛士（九州大学）
菅井 順一（菅井皮膚科パークサイドクリニック）
MS2-1

抗ヒスタミン薬のセカンドエフォート
〜ビラスチン OD 錠の新たなポジショニングとは？〜
菅井 順一（すがい じゅんいち）
菅井皮膚科パークサイドクリニック（宇都宮市）

MS2-2

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2021
〜改訂のポイントと抗ヒスタミン薬の位置づけ〜
中原 剛士（なかはら たけし）
九州大学 皮膚科
〈共催：大鵬薬品工業株式会社〉

シンポジウム 16

9：40〜10：40

九州ブロック企画⑤大分：動物寄生性皮膚疾患に、そしてバイオ医療に情熱を注ぐ
大分県の 2 人の臨床皮膚科医からのメッセージ
座長：西村 正幸（にしむら皮ふ科医院）
SY16-1 ツツガムシ、マダニがつぶやく皮膚科の明日
安西 三郎（あんざい さぶろう）
安西皮膚科（竹田市）
SY16-2 田舎暮らしの皮膚科医のすすめ〜bio 始めてみませんか？〜
伊藤 宏太郎（いとう こうたろう）
伊藤皮膚科（杵築市）

164 ● 日臨皮会誌：39（2），2022
（令和 4）

プログラム

シンポジウム 22

10：45〜11：45

九州ブロック企画⑥鹿児島：21 世紀のシルクロードは鹿児島・奄美から始まる
〜大島紬だけじゃない！シルク、蚕の可能性〜
座長：西 正行（ひふ形成外科西クリニック）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

SY22-1 きずが治る？シルクのふしぎなちから
馬場 淳徳（ばば あつのり）
鹿児島市立病院 皮膚科
プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

SY22-2 皮膚科領域におけるシルクの可能性
西 博顯（にし ひろひと）
株式会社アーダン 代表取締役社長
ランチョンセミナー 9

13：00〜14：00

新規アスコルビン酸誘導体含有化粧品のニキビ患者での効果と期待
座長：西 正行（ひふ科形成外科西クリニック）
LS9-1

新規アスコルビン酸誘導体含有化粧品のニキビ患者での効果と期待
外来患者対象の臨床試験結果
1
、野村 有子2、乃木田 俊辰3
黒川 一郎（くろかわ いちろう）
1
明和病院 皮膚科・にきびセンター、2野村皮膚科医院（横浜市）
、
3
新宿南口皮膚科（東京都新宿区）

LS9-2

新規アスコルビン酸誘導体含有化粧品のニキビ患者での効果と期待
新規原料の特徴とスキンケアへの応用
野村 有子（のむら ゆうこ）1、黒川 一郎2、乃木田 俊辰3
1
野村皮膚科医院（横浜市）
、2明和病院 皮膚科・にきびセンター、
3
新宿南口皮膚科（東京都新宿区）
〈共催：株式会社ドクターズチョイス〉

シンポジウム 27

14：10〜15：10

自己免疫性水疱症〜診断の手掛かりから治療の最新情報まで〜
座長：名嘉眞 武國（久留米大学）
SY27-1 自己免疫性水疱症を疑うポイントから診断の実際
鶴田 大輔（つるた だいすけ）
大阪市立大学 皮膚科
SY27-2 自己免疫性水疱症の治療 update2022
石井 文人（いしい のりと）
久留米大学 皮膚科
日臨皮会誌：39（2），
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ポ一
ス般
タ演
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プログラム

4月24日（日） 第4会場

3F 大研修室2

モーニングセミナー 3
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

8：30〜9：30

外用爪白癬治療剤をいかにうまく使うか
座長：福田 知雄（埼玉医科大学総合医療センター）
MS3-1

クレナフィンによる爪白癬の治療―テルビナフィン治療後に連続投与した効果―
野口 博光（のぐち ひろみつ）
のぐち皮ふ科（上益城郡）

MS3-2

爪白癬の疫学と外用治療
竹中 基（たけなか もとい）
長崎大学 皮膚科
〈共催：科研製薬株式会社〉

シンポジウム 17
ポ一
ス般
タ演
ー題

9：40〜10：40

九州ブロック企画⑦沖縄：沖縄に多い感染症
座長：平良 清人（美里ヒフ科）
SY17

アメリカ生まれ沖縄育ち？の皮膚感染症
山口 さやか（やまぐち さやか）
琉球大学 皮膚科

シンポジウム 23

10：45〜11：45

九州ブロック企画⑧長崎：多くの島々と海から成る長崎県の皮膚病診療に課せられた課題
座長：前田 啓介（前田ひふ科・アレルギー科）
室田 浩之（長崎大学）
SY23-1 長崎県の魚介類アレルギーとそのアレルゲン
濱田 友貴（はまだ ゆき）
長崎大学 水産・環境科学総合研究科
SY23-2 長崎県内での皮膚がん診療；地域差と課題（メラノーマを中心に）
鍬塚 大（くわつか ゆたか）
長崎大学 皮膚科
SY23-3 遠隔医療：長崎での取り組み
竹中 基（たけなか もとい）、室田 浩之
長崎大学 皮膚科
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プログラム

ランチョンセミナー 10

13：00〜14：00

アトピー性皮膚炎 寛解導入から寛解維持期を見極める
座長：米倉 健太郎（今村総合病院）
波多野 豊（大分大学）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

LS10-1 プロアクティブ療法の EBM および小児における外用療法の工夫と実際
福家 辰樹（ふくいえ たつき）
国立成育医療研究センターアレルギーセンター 総合アレルギー科
プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

LS10-2 寛解維持に到達しない患者とクリニックの事情
浅井 俊弥（あさい としや）
浅井皮膚科クリニック（横浜市）
〈共催：大塚製薬株式会社 メディカル・アフェアーズ部〉
シンポジウム 28

14：10〜15：10

抗核抗体陽性！どうする？〜膠原病の診断と治療の最新情報
座長：室田 浩之（長崎大学）
SY28-1 ANA+のときどうすればよいか。―膠原病＋アルファの考え方―
山﨑 文和（やまざき ふみかず）
関西医科大学 皮膚科
SY28-2 強皮症の診療のコツ
神人 正寿（じんにん まさとし）
和歌山県立医科大学 皮膚科

日臨皮会誌：39（2），
2022（令和 4）● 167
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プログラム

4月24日（日） 第5会場

4F 大研修室3

モーニングセミナー 4
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

8：30〜9：30

アトピー性皮膚炎治療〜次の一歩へ〜
座長：日野 亮介（日野皮フ科医院）
宮城 拓也（琉球大学）
MS4-1

クリニックで考えるアトピー性皮膚炎患者のアンメットニーズとその対応
武岡 伸太郎（たけおか しんたろう）
武岡皮膚科クリニック（丸亀市）

MS4-2

皮膚科における経口 JAK 阻害薬の適正使用と患者さんへの伝え方
高橋 英俊（たかはし ひでとし）
高木皮膚科診療所（帯広市）
〈共催：日本イーライリリー株式会社〉

ポ一
ス般
タ演
ー題

シンポジウム 18
いま、鹿児島で学ぼう

9：40〜11：40
HTLV-1 と ATL〜病態、診断から最新治療まで〜
座長：瀬戸山 充（宮崎大学名誉教授）
米倉 健太郎（今村総合病院）

SY18-1 HTLV-1 と ATL について―歴史と最近の話題―
宇都宮 與（うつのみや あたえ）
今村総合病院 血液内科
SY18-2 ATL の診断・治療における皮膚科医の役割
米倉 健太郎（よねくら けんたろう）
今村総合病院 皮膚科
SY18-3 ATL 治療の最新情報と今後の展望
石塚 賢治（いしつか けんじ）
鹿児島大学 血液・膠原病内科学
SY18-4 日本発の治療薬開発と ATL 病態解析研究の最前線
石田 高司（いしだ たかし）
名古屋大学 分子細胞免疫学
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ランチョンセミナー 11

13：00〜14：00

尋常性ざ瘡の急性炎症期治療
座長：島田 辰彦（島田ひふ科）
乃木田 俊辰（新宿南口皮膚科/東京医科大学）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

LS11-1 尋常性ざ瘡治療の導入療法における治療戦略は？
谷岡 未樹（たにおか みき）
谷岡皮フ科クリニック（京都市）
LS11-2 続けたくなるざ瘡治療とは〜期待に応えるためのエビデンス〜
野本 真由美（のもと まゆみ）
野本真由美スキンケアクリニック（新潟市）
/野本真由美クリニック銀座（東京
都中央区）

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：サンファーマ株式会社〉
シンポジウム 29

14：10〜15：10

達人に聞く！酒さ・赤ら顔の診療の極意
座長：小林 美和（こばやし皮膚科クリニック）
SY29-1 私の赤ら顔に対する治療 特に口囲皮膚炎、酒さ様皮膚炎について
福屋 泰子（ふくや やすこ）
東京女子医科大学 皮膚科
SY29-2 赤ら顔はスキンケアで治る―酒さ様皮膚炎の臨床病理学的検討より―
久保田 由美子（くぼた ゆみこ）
福岡山王病院 皮膚科
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プログラム

4月24日（日） 第6会場

4F 大研修室4

モーニングセミナー 5
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

8：30〜9：30

Ⓡ

ドボベット フォームのエビデンスと臨床応用
座長：猿渡 浩（猿渡ひふ科クリニック）
安田 正人（群馬大学）
MS5-1

ドボベットⓇフォームの特徴から考える尋常性乾癬外用治療の新たな可能性
鎌田 昌洋（かまた まさひろ）
帝京大学 皮膚科

MS5-2

フォーム剤を使いこなす〜実臨床からみたフォーム剤の効果と治療満足度〜
伊藤 宏太郎（いとう こうたろう）
伊藤皮膚科（杵築市）
〈共催：レオ ファーマ株式会社/協和キリン株式会社〉

ポ一
ス般
タ演
ー題

シンポジウム 19

9：40〜10：40

達人に聞く！脱毛症診療のコツと工夫
座長：下村 裕（山口大学）
SY19-1 抜いて診断！病態理解に基づく診療のこつ
伊藤 泰介（いとう たいすけ）
浜松医科大学 皮膚科
SY19-2 知っておきたい脱毛症診療のポイント
大山 学（おおやま まなぶ）
杏林大学 皮膚科
シンポジウム 24

10：45〜11：45

帯状疱疹〜発症予防から PHN 対策まで〜
座長：天野 正宏（宮崎大学）
SY24-1 コロナ時代の帯状疱疹予防
渡辺 大輔（わたなべ だいすけ）
愛知医科大学 皮膚科
SY24-2 帯状疱疹の痛み治療に対するペインクリニック診療の考え
大納 哲也（おおのう てつや）
鹿児島市立病院 麻酔科
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ランチョンセミナー 12

13：00〜14：00

掌蹠膿疱症と乾癬治療の最前線
座長：谷崎 英昭（関西医科大学）
今福 信一（福岡大学）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

LS12-1 掌蹠膿疱症診療における EBM と NBM
山口 道也（やまぐち みちや）
山口大学 皮膚科/山口大学附属病院 医療の質・安全管理部
プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

LS12-2 クリニックにおける乾癬全身治療の渡り歩き方
猿渡 浩（さるわたり ひろし）
猿渡ひふ科クリニック（鹿児島市）
〈共催：大鵬薬品工業株式会社/ヤンセンファーマ株式会社〉
シンポジウム 30

14：10〜15：10

知っていますか？皮膚とマイクロバイオーム
座長：藤井 一恭（鹿児島大学）
SY30-1 腸内細菌叢と皮膚―アトピー性皮膚炎発症への関与とプロバイオティクス―
成田 雅美（なりた まさみ）
杏林大学 小児科
SY30-2 皮膚マイクロバイオームとしてのマラセチアと皮膚炎
杉田 隆（すぎた たかし）
明治薬科大学 微生物学
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ポ一
ス般
タ演
ー題

プログラム

4月24日（日） 第7会場

3F 中研修室2

モーニングセミナー 6
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

8：30〜9：30

日常診療でよくみる皮膚症状には漢方を
座長：黒川 一郎（明和病院）
MS6-1

手湿疹に対する十味敗毒湯の効果
〜治療満足度を高める生活指導を含めて〜
野村 有子（のむら ゆうこ）
野村皮膚科医院（横浜市）

MS6-2

キレイが実感できる痤瘡治療と漢方薬
野本 真由美（のもと まゆみ）
野本真由美スキンケアクリニック（新潟市）
〈共催：クラシエ薬品株式会社〉

ポ一
ス般
タ演
ー題

シンポジウム 20

9：40〜11：40

皮膚の画像診断〜ダーモスコープとエコーを使いこなそう〜
座長：福島 聡（熊本大学）
宮城 拓也（琉球大学）
SY20-1 ダーモスコープ
外川 八英（とがわ
千葉大学 皮膚科

やえい）

SY20-2 皮膚・皮下腫瘍の超音波診断
八代 浩（やつしろ ひろし）
福井県済生会病院 皮膚科
SY20-3 非腫瘍性病変の皮膚エコー
沢田 泰之（さわだ やすゆき）
東京都立墨東病院 皮膚科
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プログラム

ランチョンセミナー 13

13：00〜14：00

知っておきたい炎症性皮膚疾患治療の最前線
座長：尾藤 利憲（びとう皮膚科クリニック）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

LS13-1 化膿性汗腺炎と乾癬の繋がり
辻 学（つじ がく）
九州大学 皮膚科/九州大学病院 油症ダイオキシン研究診療センター
LS13-2 壊疽性膿皮症の診断から治療まで〜アダリムマブの適応追加で変わる治療戦略〜
鎌田 昌洋（かまた まさひろ）
帝京大学 皮膚科

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：アッヴィ合同会社/エーザイ株式会社〉
シンポジウム 31

14：10〜15：10

見直してみよう！自分の乾癬治療
座長：日野 亮介（日野皮フ科医院）
SY31-1 早期診断のために・・・。軽症乾癬を見つけよう！
猿渡 浩（さるわたり ひろし）
猿渡ひふ科クリニック（鹿児島市）
SY31-2 患者からみた乾癬
重田 茂和（しげた しげかず）
鹿児島乾癬患者会 会長
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ポ一
ス般
タ演
ー題

プログラム

4月24日（日） 第8会場

3F 中研修室1

ハンズオンセミナー
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

9：40〜11：20

さつま皮膚外科塾（日本臨床皮膚科医会/日本皮膚外科学会 共催）
皮膚外科の基本手技
座長：松下 茂人（鹿児島医療センター）
講師 青木
チューター

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

恵美（鹿児島医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科）
平野 唯（鹿児島医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科）
西原 克彦（鹿児島医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科）
日高 太陽（鹿児島医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科）
簔川 葉子（産業医科大学 皮膚科）
杉野 仁美（産業医科大学 皮膚科）
〈協力企業：株式会社メディカル プログレス、
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 エチコン事業部〉

ポ一
ス般
タ演
ー題

ランチョンセミナー 14

13：00〜14：00
座長：森田 明理（名古屋市立大学）

LS14

汎発性膿疱性乾癬と鑑別すべき疾患を考える
大久保 ゆかり（おおくぼ ゆかり）
東京医科大学 皮膚科
〈共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 医薬開発本部〉
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