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機構認定専門医制度の
後実績単位取得について

セッション開始までに必ず会場前の受付機にて来場チェックを行ってください。
取得可能単位数： 後実績2単位、 後実績1単位、 前・後実績1単位

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第1会場
2F 県民ホール

第2会場
2F 中ホール

第3会場
3F 〔東棟〕大研修室1

第4会場
3F 〔東棟〕大研修室2

9:00-9:50

総会・開会の辞

9:55-10:55

特別講演1
革新的バイオイメージング技術が

拓く次世代皮膚科学
　　　　　  座長：金蔵 拓郎
　　　　　  演者：今村 健志

11:00-12:00

特別講演2
令和4年度診療報酬改定について
　　　　　  座長：矢口 均
　　　　　  演者：松本 吉郎

13:20-14:20

シンポジウム1
ここまで進んだ ! アトピー性皮膚炎の
かゆみメカニズムと治療の最新情報
　　 座長：杉田 和成
　　 演者：中原 剛士、藤田 英樹

14:30-15:30

シンポジウム6
実践 ! プロアクティブ療法
～こどもと大人～

　　　座長：波多野 豊
　　　演者：樺島 重憲、竹内 聡

15:40-16:40

文化講演
薩摩の風土と焼酎

　　　　　  座長：島田 辰彦
　　　　　  演者：鮫島 吉廣

16:50-17:50

シンポジウム8
COVID-19 アップデート

　 座長：安元 慎一郎
　 演者：忽那 賢志

共通講習
感染対策

12:10-13:10

ランチョンセミナー1
クリニックにおける
乾癬治療戦略

共催：アムジェン㈱

12:10-13:10

ランチョンセミナー2
新たな時代を迎えた
アトピー性皮膚炎治療
共催：鳥居薬品㈱

12:10-13:10

ランチョンセミナー3
爪白癬治療におけるルコナック®の役割
～作用メカニズムが今明らかに～
共催：佐藤製薬㈱ /サンファーマ㈱

13:20-15:20

シンポジウム2
副会頭企画：

地肌力（特に保湿力）
について考える

　　　 座長：西 正行
　　　 演者：室田 浩之、

　　　 出来尾 格

13:20-14:20

シンポジウム3
九州ブロック企画① 宮崎　地方だからできること
　　 座長：田尻 明彦、西田 隆昭
　　 演者：田尻 明彦、外山 望、

　　 津守 伸一郎

13:20-14:20

シンポジウム4
九州ブロック企画③ 熊本
九州の中心でカビを叫ぶ

　　 座長：井上 雄二、野口 博光
　　 演者：野口 博光、井上 雄二

14:30-15:30

シンポジウム7
九州ブロック企画② 福岡

福岡から発信する新しく楽しい皮膚科
　　　　 座長：安元 慎一郎
　　　　 演者：辻 学、日野 亮介

14:30-15:30

九州真菌懇話会
皮膚真菌症 up to date 2022
　  共催：佐藤製薬㈱
　  座長：松田 哲男、楠原 正洋
　  演者：西本 勝太郎、野口 博光

16:50-17:50

シンポジウム9
エキスパートに学ぶ !
皮膚レーザー治療

　　 座長：川畑 久
　　 演者：河野 太郎、中野 俊二

16:50-17:50

シンポジウム10
開業医と勤務医の皮膚外科診療
　　 座長：松下 茂人
　　 演者：石原 剛、竹之内 辰也

16:50-17:50

シンポジウム11
知っていますか? 特定看護師

　  座長：武田 浩一郎
　  演者：谷村 利行、福留 由香利

18:00-18:50

イブニングセミナー1
いま見直すスキンケア指導―基本と応用―
共催：常盤薬品工業㈱ ノブ事業部

18:00-18:50

イブニングセミナー2
患者満足度向上を目指した痒疹治療
共催：田辺三菱製薬㈱ /帝國製薬㈱

18:00-18:50

イブニングセミナー3
患者中心の乾癬診療について考察する
共催：アムジェン㈱ メディカルアフェアーズ本部常盤薬品工業㈱ ノブ事業部

　 座長：島田 辰彦、島田 眞路
　 演者：上田 由紀子、畑 三惠子

12:10-13:10

　  座長：多田 弥生
　  演者：野田 真史、菅井 順一

田辺 菱製薬㈱ /帝國製薬㈱

　  座長：藤本 学
　  演者：峠岡 理沙、石氏 陽三

12:10-13:10

　座長：大日 輝記
　演者：澄川 靖之、常深 祐一郎

アム ㈱メディカルアフ ア ズ本部

　　  座長：日野 亮介
　　  演者：鶴田 紀子、本間 大

12:10-13:10

　  座長：原田 和俊、竹田 公信
　  演者：山元 修、佐藤 俊次

 演者 忽那 賢志 感

【共通講習】単位は、
現地での聴講者のみ
に単位付与されます。
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9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第5会場
4F 〔東棟〕大研修室3

第6会場
4F 〔東棟〕大研修室4

第7会場
3F 〔東棟〕中研修室2

第8会場
3F 〔東棟〕中研修室1

ポスター会場
2F 大ホールA・B

企業展示会場
2F 大ホールA・B

8:30-11:00

ポスター掲示

18:55-19:25

ポスター討論

11:00-18:55

ポスター閲覧

11:00-19:00

企業展示

12:10-13:10

ランチョンセミナー4
Well-beingを目指した

多汗症診療
共催：科研製薬㈱

12:10-13:10

ランチョンセミナー5
知っておきたい最新の
アトピー性皮膚炎治療
共催：アッヴィ（同）

12:10-13:10

ランチョンセミナー6
全身性強皮症の診断・治療
における皮膚科医の役割
共催：ヤンセンファーマ㈱

12:10-13:10

ランチョンセミナー7
皮疹完全消失を目指した
新時代の乾癬治療

共催：ユーシービージャパン㈱

13:20-15:20

シンポジウム5
再確認しよう!
紫外線防御と

紫外線による皮膚がん

座長：高橋 健造、
今福 信一

演者：上出 良一、
松中 浩、
永瀬 浩太郎

13:20-15:30

学校保健・
在宅医療委員会
コラボセッション

座長：島田 辰彦、
袋 秀平

 演者：早田 ゆかり、
立元 千帆、
木下 幹雄、
浅井 俊弥

13:20-15:30

勤務医委員会
セッション
コロナ禍における
病院と地域の状況

  座長：沢田 泰之、
  米倉 健太郎

  演者：内 博史、森 槙子、
  鍬塚 大、牧野 公治、
  甲斐 宜貴、久保 環、
  米倉 健太郎、
  青木 武雄

14:50-16:30

スポンサード
ハンズオンセミナー
ポイント オブ ケア

―新生巻き爪マイスター®

の実力を体感しよう―
第一部 14:50-15:30
第二部 15:50-16:30
共催：マルホ㈱

16:50-17:50

シンポジウム12
足の皮膚トラブル
原因と解決方法

座長：吉井 典子
演者：竹内 一馬、久道 勝也

16:50-17:50

シンポジウム13
患者さんが喜ぶ
皮膚科漢方術

　　　 座長：関山 光弘
　　　 演者：大竹 直樹

16:50-17:50

スポンサード
シンポジウム

乾癬患者の行動変容を
促すコミュニケーション
共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱

18:00-18:50

イブニングセミナー4
改めて考える  

アトピー性皮膚炎の
外用療法

18:00-18:50

イブニングセミナー5
アトピー性皮膚炎の
治療と地域連携

18:00-18:50

イブニングセミナー6
爪白癬は治せる時代
―皮膚科医として
完全治癒を目指す―外用療法

共催：大塚製薬㈱
座長：江藤 隆史、

米倉 健太郎
演者：常深 祐一郎、

江藤 隆史

12:10-13:10

 座長：高山 かおる
 演者：稲澤 美奈子、

 藤本 智子

治療と地域連携

共催：ファイザー㈱
座長：室田 浩之、

今福 信一
演者：高橋 英俊、

片岡 葉子

12:10-13:10

座長：大槻 マミ太郎、
五十嵐 敦之

演者：谷崎 英昭、林 伸和

完全治癒を目指す

共催：佐藤製薬㈱ /エーザイ㈱
座長：野口 博光
演者：大久保 絢香、

原田 和俊

12:10-13:10

　　  座長：金蔵 拓郎
　　  演者：長谷川 稔

12:10-13:10

 座長：名嘉眞 武國、
 鳥居 秀嗣

 演者：山﨑 研志、
 安部 正敏

16:50-17:50

座長：鳥居 秀嗣
演者：水野 篤、大塚 篤司

講師：高山 かおる、
中捨 克輝、
清水 智子、
今井 亜希子
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