プログラム

4月23日（土） 第1会場

2F 県民ホール

総会・開会の辞

9：00〜9：50

特別講演 1

9：55〜10：55

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

座長：金蔵 拓郎（鹿児島大学）
SL1

革新的バイオイメージング技術が拓く次世代皮膚科学
今村 健志（いまむら たけし）
愛媛大学 分子病態医学

特別講演 2

11：00〜12：00

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

座長：矢口 均（大泉皮膚科クリニック）
SL2

令和 4 年度診療報酬改定について
松本 吉郎（まつもと きちろう）
公益社団法人 日本医師会常任理事

シンポジウム 1

13：20〜14：20

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（佐賀大学）
SY1-1

ここまで進んだ！アトピー性皮膚炎の病態・かゆみメカニズム
中原 剛士（なかはら たけし）
九州大学 皮膚科

SY1-2

アトピー性皮膚炎治療の最新情報
藤田 英樹（ふじた ひでき）
日本大学 皮膚科

シンポジウム 6

14：30〜15：30

実践！プロアクティブ療法〜こどもと大人〜
座長：波多野 豊（大分大学）
SY6-1

小児アトピー性皮膚炎のプロアクティブ療法 成功の伴
樺島 重憲（かばしま しげのり）
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

SY6-2

大人のプロアクティブ療法
竹内 聡（たけうち さとし）
浜の町病院 皮膚科
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文化講演
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

15：40〜16：40
座長：島田 辰彦（島田ひふ科）

CL

薩摩の風土と焼酎
伸島 吉廣（さめしま よしひろ）
鹿児島大学 客員教授

シンポジウム 8【共通講習：感染対策】
プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

16：50〜17：50

COVID-19 アップデート
座長：安元 慎一郎（安元ひふ科クリニック）
SY8

COVID-19 アップデート
忽那 賢志（くつな さとし）
大阪大学 感染制御学

ポ一
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タ演
ー題
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プログラム

4月23日（土） 第2会場

2F 中ホール

ランチョンセミナー 1

12：10〜13：10

クリニックにおける乾癬治療戦略
座長：多田 弥生（帝京大学）
LS1-1

アンメットニーズに応えるアプレミラストの有用性
野田 真史（のだ しんじ）
池袋駅前のだ皮膚科（東京都豊島区）

LS1-2

乾癬治療のセカンドエフォート〜患者満足度も意識したアプレミラストの役割〜
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）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：アムジェン株式会社〉
シンポジウム 2（副会頭企画）

13：20〜15：20

地肌力（特に保湿力）について考える
座長：西 正行（ひふ科形成外科西クリニック）
SY2-1

角化細胞、皮脂、汗の保湿力
室田 浩之（むろた ひろゆき）
長崎大学 皮膚科

SY2-2

皮膚常在菌とその善い作用
出来尾 格（できお いたる）
東京慈恵会医科大学 皮膚科

シンポジウム 9

16：50〜17：50

エキスパートに学ぶ！皮膚レーザー治療
座長：川畑 久（かわばた皮膚科）
SY9-1

皮膚レーザー治療総論
河野 太郎（こうの たろう）
東海大学 形成外科学

SY9-2

クリニックにおけるレーザー治療
中野 俊二（なかの しゅんじ）
中野医院（宮崎市）
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イブニングセミナー 1
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

いま見直すスキンケア指導―基本と応用―
座長：島田 辰彦（島田ひふ科）
島田 眞路（山梨大学学長）
ES1-1

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

18：00〜18：50

ES1-2

化粧品に関する知識の整理
上田 由紀子（うえだ ゆきこ）
ニュー上田クリニック（浦安市）
「マスクかぶれ」は本当？
畑 三惠子（はた みえこ）
髙野医科クリニック（東京都葛飾区）
〈共催：常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部〉
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プログラム

4月23日（土） 第3会場

3F 大研修室1

ランチョンセミナー 2

12：10〜13：10

新たな時代を迎えたアトピー性皮膚炎治療
座長：大日 輝記（香川大学）
LS2-1

JAK 阻害薬の魁！コレクチムⓇ軟膏をうまく使うには？
澄川 靖之（すみかわ やすゆき）
すみかわ皮膚科アレルギークリニック（札幌市）
/札幌医科大学 皮膚科

LS2-2

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン 2021 改訂のポイントと新規治療薬の位置付け
常深 祐一郎（つねみ ゆういちろう）
埼玉医科大学 皮膚科

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：鳥居薬品株式会社〉
シンポジウム 3

13：20〜14：20

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（たじり皮膚科医院）
西田 隆昭（にしだ皮膚科）
SY3-1

日本臨床皮膚科医会宮崎県支部の活動状況
田尻 明彦（たじり あきひこ）
たじり皮膚科医院（宮崎市）

SY3-2

帯状疱疹大規模疫学調査「宮崎スタディ」の変遷
外山 望（とやま のぞむ）
外山皮膚科（日南市）

SY3-3

土呂久公害の検診について
津守 伸一郎（つもり しんいちろう）
古賀総合病院 皮膚科

シンポジウム 7

14：30〜15：30

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（安元ひふ科クリニック）
SY7-1

油症研究から生まれた新しい外用薬―TAMA―
辻 学（つじ がく）
九州大学病院 油症ダイオキシン研究診療センター

SY7-2

発信できるクリニックづくりを目指す
日野 亮介（ひの りょうすけ）
日野皮フ科医院（福津市）
日臨皮会誌：39（2），
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シンポジウム 10
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

16：50〜17：50

開業医と勤務医の皮膚外科診療
座長：松下 茂人（鹿児島医療センター）
SY10-1 皮膚外科診療 開業医の立場から―外来小手術を安全に行うためのコツ―
石原 剛（いしはら つよし）
いしはら皮膚外科クリニック（熊本市）

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

SY10-2 勤務医が行う皮膚外科診療―地域との絆―
竹之内 辰也（たけのうち たつや）
新潟県立がんセンター新潟病院 皮膚科
イブニングセミナー 2

18：00〜18：50

患者満足度向上を目指した痒疹治療
座長：藤本 学（大阪大学）
ポ一
ス般
タ演
ー題

ES2-1

ES2-2

アトピー性皮膚炎の難治性湿疹と痒みに対する治療と対策
峠岡 理沙（みねおか りさ）
京都府立医科大学 皮膚科
「かゆみ」の機序から考える皮膚疾患治療 Update
石氏 陽三（いしうじ ようぞう）
東京慈恵会医科大学 皮膚科
〈共催：田辺三菱製薬株式会社/帝國製薬株式会社〉
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4月23日（土） 第4会場

3F 大研修室2

ランチョンセミナー 3

12：10〜13：10
Ⓡ

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〜
座長：原田 和俊（東京医科大学）
竹田 公信（金沢医科大学）
LS3-1

ルリコナゾールは爪白癬でもヒト皮膚糸状菌の細胞壁の形態学的変化をもたらす
山元 修（やまもと おさむ）
鳥取大学 皮膚科

LS3-2

マーカー型ルコナックⓇのポテンシャル
佐藤 俊次（さとう としつぐ）
さとう皮膚科（東京都杉並区）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：佐藤製薬株式会社/サンファーマ株式会社〉
シンポジウム 4

13：20〜14：20

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（水前寺皮フ科医院）
野口 博光（のぐち皮膚科）
SY4-1

経口抗真菌剤による黒色菌糸症の経験的治療
野口 博光（のぐち ひろみつ）
のぐち皮ふ科（上益城郡）

SY4-2

爪白癬に対する経口抗真菌薬の有効性と副反応について
井上 雄二（いのうえ ゆうじ）
水前寺皮フ科（熊本市）

九州真菌懇話会

14：30〜15：30

皮膚真菌症 up to date 2022
座長：松田 哲男（松田ひふ科医院）
楠原 正洋（楠原皮膚科医院）
KS-1

皮膚真菌症の移り変わり―頭部白癬から頭部白癬まで
西本 勝太郎（にしもと かつたろう）
長崎掖済会病院 皮膚科

KS-2

わが国の薬剤耐性白癬の現状
野口 博光（のぐち ひろみつ）
のぐち皮ふ科（上益城郡）
〈共催：佐藤製薬株式会社〉
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シンポジウム 11
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

16：50〜17：50

知っていますか？特定看護師
座長：武田 浩一郎（今村総合病院）
SY11-1 特定行為に係る看護師の研修制度とタスクシフトにおける活動報告
谷村 利行（たにむら としゆき）
今村総合病院 集中治療室

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

SY11-2 当院における特定看護師としての活動報告
福留 由香利（ふくどめ ゆかり）
今村総合病院 副看護師長
イブニングセミナー 3

18：00〜18：50

患者中心の乾癬診療について考察する
座長：日野 亮介（日野皮フ科医院）
ポ一
ス般
タ演
ー題

ES3-1

西日本乾癬レジストリの患者背景から考える乾癬患者のアンメットニーズ
鶴田 紀子（つるた のりこ）
北九州市立八幡病院 皮膚科

ES3-2

患者ニーズに基づいた乾癬治療選択
本間 大（ほんま まさる）
旭川医科大学病院 国際医療支援センター
〈共催：アムジェン株式会社 メディカルアフェアーズ本部〉
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プログラム

4月23日（土） 第5会場

4F 大研修室3

ランチョンセミナー 4

12：10〜13：10

Well-being を目指した多汗症診療
座長：高山 かおる（済生会川口総合病院）
LS4-1

開業後すぐに開始できる多汗症診療〜新規外用治療薬の登場により多汗症診療は
どう変わったか？〜
稲澤 美奈子（いなざわ みなこ）
小杉町クリニック（川崎市）

LS4-2

多汗症診療で遭遇！ガイドラインでは対応不可能な症例にであったら
藤本 智子（ふじもと ともこ）
池袋西口ふくろう皮膚科クリニック（東京都豊島区）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：科研製薬株式会社〉
シンポジウム 5

13：20〜15：20

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（琉球大学）
今福 信一（福岡大学）
SY5-1

紫外線防御を考える
上出 良一（かみで りょういち）
ひふのクリニック人形町（東京都中央区）

SY5-2

サンスクリーン剤の開発と効果的な使用方法
松中 浩（まつなか ひろし）
常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部

SY5-3

紫外線と皮膚がん
永瀬 浩太郎（ながせ
佐賀大学 皮膚科

こうたろう）
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シンポジウム 12
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

16：50〜17：50

足の皮膚トラブル 原因と解決方法
座長：吉井 典子（吉井皮膚科）
SY12-1 足病と循環器を専門にしたクリニックに多い足のトラブルとその対策
竹内 一馬（たけうち かずま）
六本松 足と心臓血管クリニック（福岡市）

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

SY12-2 新しい足の診方
久道 勝也（ひさみち かつや）
下北沢病院（東京都世田谷区）
イブニングセミナー 4

18：00〜18：50

改めて考える アトピー性皮膚炎の外用療法
ポ一
ス般
タ演
ー題

座長：江藤 隆史（あたご皮フ科）
米倉 健太郎（今村総合病院）
ES4-1

改めて外用指導のポイントを考えてみましょう
常深 祐一郎（つねみ ゆういちろう）
埼玉医科大学 皮膚科

ES4-2

アトピー性皮膚炎の最新治療戦略―進化する外用療法と患者指導の極意―
江藤 隆史（えとう たかふみ）
あたご皮フ科（東京都港区）
/東京逓信病院 皮膚科
〈共催：大塚製薬株式会社〉
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プログラム

4月23日（土） 第6会場

4F 大研修室4

ランチョンセミナー 5

12：10〜13：10

知っておきたい最新のアトピー性皮膚炎治療
座長：大槻 マミ太郎（自治医科大学）
五十嵐 敦之（NTT 東日本関東病院）
LS5-1

アトピー性皮膚炎治療 治療ゴール達成への工夫とウパダシチニブへの期待
谷崎 英昭（たにざき ひであき）
関西医科大学 皮膚科

LS5-2

ウパダシチニブの安全性マネジメント―ざ瘡を中心に
林 伸和（はやし のぶかず）
虎の門病院 皮膚科

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：アッヴィ合同会社〉
学校保健・在宅医療委員会コラボセッション

13：20〜15：30
座長：島田 辰彦（島田ひふ科）
袋 秀平（ふくろ皮膚科クリニック）

SH-1

養護教諭のお仕事
早田 ゆかり（はやた ゆかり）
姶良市立帖佐中学校 養護教諭

SH-2

正しく書くには？学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）
立元 千帆（たつもと ちほ）
あおぞら小児科（鹿児島市）

SH-3

褥瘡ケアの新しい技術
木下 幹雄（きのした
TOWN 訪問診療所

SH-4

みきお）

コロナ禍の皮膚科在宅診療〜遠隔画像診断等の活用と課題〜
浅井 俊弥（あさい としや）
浅井皮膚科クリニック（横浜市）

シンポジウム 13

16：50〜17：50
座長：関山 光弘（せきやま皮膚科クリニック）

SY13

患者さんが喜ぶ皮膚科漢方術
大竹 直樹（おおたけ なおき）
海岸通り皮ふ科（蒲郡市）
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イブニングセミナー 5
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

18：00〜18：50

アトピー性皮膚炎の治療と地域連携
座長：室田 浩之（長崎大学）
今福 信一（福岡大学）
ES5-1

アトピー性皮膚炎治療における地域連携
高橋 英俊（たかはし ひでとし）
高木皮膚科診療所（帯広市）

ES5-2

長期寛解をめざすアトピー性皮膚炎の治療
〜新しい JAK 阻害薬 abrocitinib への期待〜
片岡 葉子（かたおか ようこ）
大阪はびきの医療センター 皮膚科/アトピー・アレルギーセンター
〈共催：ファイザー株式会社〉
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4月23日（土） 第7会場

3F 中研修室2

ランチョンセミナー 6

12：10〜13：10
座長：金蔵 拓郎（鹿児島大学）

LS6

全身性強皮症の診断・治療における皮膚科医の役割
長谷川 稔（はせがわ みのる）
福井大学 皮膚科

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：ヤンセンファーマ株式会社〉
勤務医委員会セッション

13：20〜15：30

コロナ禍における病院と地域の状況

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

座長：沢田 泰之（東京都立墨東病院）
米倉 健太郎（今村総合病院）
HP-1

コロナ禍におけるがん診療
内 博史（うち ひろし）
九州がんセンター 皮膚腫瘍科

ポ一
ス般
タ演
ー題

HP-2

すでに起こった未来、皮膚科医はどう変わるべきか
1,2
、織田 洋子1
森 槙子（もり まきこ）
2
1
織田病院 皮膚科、 佐賀大学附属病院 皮膚科

HP-3

コロナ禍における病院と地域の状況（長崎県の場合）
鍬塚 大（くわつか ゆたか）
長崎大学 皮膚科

HP-4

熊本医療センター皮膚科の診療状況分析から垣間見る熊本のコロナ禍
牧野 公治（まきの こうじ）
熊本医療センター 皮膚科

HP-5

別府医療センター皮膚科・皮膚腫瘍科の現状
甲斐 宜貴（かい よしたか）
別府医療センター 皮膚科・皮膚腫瘍科

HP-6

県立宮崎病院における COVID-19 禍での皮膚科診療
久保 環（くぼ たまき）
県立宮崎病院 皮膚科

HP-7

鹿児島県における病院勤務医の現状
米倉 健太郎（よねくら けんたろう）
今村総合病院 皮膚科
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HP-8
プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

医師労働組合について
青木 武雄（あおき たけお）
沖縄県立八重山病院 皮膚科/沖縄県公務員医師労働組合 執行委員長

スポンサードシンポジウム

16：50〜17：50

乾癬患者の行動変容を促すコミュニケーション
座長：鳥居 秀嗣（東京山手メディカルセンター）
プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

SSY-1

医療×行動経済学とは
水野 篤（みずの あつし）
聖路加国際病院 心血管センター・循環器内科

SSY-2

乾癬患者の行動変容を促すコミュニケーション術
大塚 篤司（おおつか あつし）
近畿大学 皮膚科

ポ一
ス般
タ演
ー題

〈共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社〉
イブニングセミナー 6

18：00〜18：50

爪白癬は治せる時代―皮膚科医として完全治癒を目指す―
座長：野口 博光（のぐち皮ふ科）
ES6-1

高齢爪白癬患者における治療意義
当科におけるホスラブコナゾールの治療成績からの考察
〜前期高齢者と後期高齢者における比較〜
大久保 絢香（おおくぼ あやか）
市立室蘭総合病院 皮膚科

ES6-2

爪白癬に対する早期介入の重要性
原田 和俊（はらだ かずとし）
東京医科大学 皮膚科
〈共催：佐藤製薬株式会社 / エーザイ株式会社〉
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3F 中研修室1

ランチョンセミナー 7

12：10〜13：10

皮疹完全消失を目指した新時代の乾癬治療
座長：名嘉眞 武國（久留米大学）
鳥居 秀嗣（東京山手メディカルセンター）
LS7-1

皮膚炎症における IL-17 ファミリーの作用
山﨑 研志（やまさき けんし）
東北大学 皮膚科

LS7-2

乾癬治療の都市伝説！〜患者の誤解から見えてくるアンメット・ニーズ！〜
安部 正敏（あべ まさとし）
札幌皮膚科クリニック（札幌市）

プ
１ロ
日グ
目ラ
ム

プ
２ロ
日グ
目ラ
ム

〈共催：ユーシービージャパン株式会社〉
スポンサードハンズオンセミナー

14：50〜16：30
Ⓡ

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―
講師

高山 かおる（済生会川口総合病院 皮膚科）
中捨 克輝（埼玉病院 皮膚科）
清水 智子（埼玉病院 皮膚科）
今井 亜希子（ひかり在宅クリニック 皮膚科）
〈共催：マルホ株式会社〉
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