

日程表

2日目

11月22日（日）

第1会場
Live

8:30 ～9:30 P.121

モーニングセミナー 1
9：00 ◦

8:30 ～9:30 P.122

モーニングセミナー 2

新規エビデンスから
乾癬診療の理想を追求する

葉山 惟大/千貫 祐子
【矢上 晶子/常深 祐一郎】
共催：田辺三菱製薬（株）/帝國製薬（株）

森実 真/橋本 由起
【杉浦 一充/本田 哲也】
共催：マルホ（株）/ノバルティス ファーマ（株）

9:40 ～10:40 P.60

Live

9:40 ～11:40 P.93

OnD

8:30 ～9:30 P.123

在宅光線療法の可能性について考える
三上 万理子/森田 明理
【川島 眞/宮地 良樹】
共催：澁谷工業（株）/（株）インフォワード/
特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構
9:40 ～10:40 P.77

アジア交流特別講演

教育講演 7
分子標的薬の皮膚障害、
免疫チェックポイント阻害剤の irAE

Live

10:50 ～11:50 P.67

11：00 ◦

特別講演 3

強皮症治療のハードルを
クリアーする
Live

森田 栄伸
【相原 道子】

山本 知孝
【玉木 毅】

12:00 ～13:00 P.137

ランチョンセミナー 9

Live

12:00 ～13:00 P.138

Live

ランチョンセミナー 10

アトピー性皮膚炎における
痒みのメカニズムと外用療法の重要性

New Normal 時代における
尋常性乾癬治療のあり方

冨永 光俊/今井 康友
【井川 健/佐伯 秀久】
共催：マルホ
（株）

伊藤 寿啓/大久保 ゆかり
【山㟢 研志/桒野 嘉弘】
共催：レオ ファーマ（株）/協和キリン（株）

奥 謙太郎/境 哲平
共催：サイノシュアー
（株）

Live

12:00 ～13:00 P.139

ランチョンセミナー 11
疾患理解から見えてくる
乾癬の治療戦略

鶴田 紀子/山㟢 文和
【橋本 由起/森実 真】
共催：大鵬薬品工業（株）/ヤンセンファーマ（株）

9:40 ～11:40 P.95

シンポジウム 5

第5会場
Live

8:30 ～9:30 P.125

モーニングセミナー 5

全身性強皮症に伴う
間質性肺疾患治療の新たな展開
神人 正寿/藤本 学
【室 慶直/竹原 和彦】
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム（株）
質疑

9:40 ～10:40 P.177

福本 隆也/泉 美貴
阿南 隆/伊東 慶悟
【山元 修/安齋 眞一】

OnD

12:00 ～13:00 P.140

Live

8:30 ～9:30 P.126

第7会場
Live

モーニングセミナー 6

免疫原性から考える
トレムフィアのポジショニング
馬屋原 孝恒/梅澤 慶紀
【藤田 英樹/松下 貴史】
共催：ヤンセンファーマ（株）/大鵬薬品工業（株）
質疑

9:40 ～10:40 P.182

8:30 ～9:30 P.127

モーニングセミナー 8

沢田 泰之/川原 祐
【門野 岳史】
共催：GE ヘルスケア・ジャパン
（株）

堀内 祐紀/金子 愛
【横関 博雄】
共催：
（株）
ジェイメック

質疑

9:40 ～10:40 P.186

一般演題 23
細菌感染症
155 ～161

【中田 土起丈/海老原 全】

【田中 勝/原田 和俊】

【佐藤 友隆/石地 尚興】

10:40 ～11:40 P.183

質疑

10:40 ～11:40 P.187

質疑

一般演題 16

一般演題 20

一般演題 24

基礎研究、治療、その他
106 ～112

脈管系腫瘍、その他悪性腫瘍、手術
134 ～140

真菌、ウイルス、寄生虫感染症
162 ～168

【桒野 嘉弘/高橋 勇人】

【帆足 俊彦/吉野 公二】

【北見 由季/常深 祐一郎】

Live

12:00 ～13:00 P.141

Live

ランチョンセミナー 13

ランチョンセミナー 14

What is rising in Psoriasis ?

痒みの治療戦略

渡辺 玲/伊藤 圭
【三井 浩/十一 英子】
共催：アッヴィ
（同）

佐藤 健司 【山田 秀和】
共催：ロート製薬
（株）

12:00 ～13:00 P.142

石氏 陽三/金子 栄
共催：日本臓器製薬

8:30 ～9:30 P.128

切らないワキ汗治療器 miraDry

上皮系腫瘍
127 ～133

10:40 ～11:40 P.178

OnD

モーニングセミナー 7

一般演題 19

質疑

第8会場

皮膚科での超音波診断について

一般演題 15

ランチョンセミナー 12

コラーゲン・エラスチンペプチド
摂取による効果とその活性成分
～Pro-Hyp と Pro-Gly～

第6会場

湿疹、アトピー
99 ～105
皮疹から見る皮膚病理

10:50 ～11:50 P.114

（医療安全）
医療安全について

Live

モーニングセミナー 4

専門医共通講習 2

食物アレルギーの暗闇に
ひとすじの光を探せ！

8:30 ～9:30 P.124

皮膚良性色素性疾患治療用
レーザー装置 PicoSure での治療

山口 由衣/並川 健二郎
【吉野 公二】

シンポジウム 4
濱口 儒人/牧野 貴充
住田 隼一/茂木 精一郎
【相場 節也/浅野 善英】

OnD

モーニングセミナー 3

Live

オンデマンド配信です。会期中＊いつでも・何度でも聴講できます。 ＊11/21（土）9:10 ～ 11/22（日）17:00 まで
定刻になりましたら配信を開始します。 Live での質疑応答はありません。
セッション終了後、Zoom にて質疑応答を Live で行います。

Live 講演を配信します。

第4会場

Cutaneous adverse reactions
to cancer targeted therapies
Chia-Yu Chu
【森田 明理】

12：00 ◦

Live

第3会場

皮膚疾患治療
Up To Date

質疑

10：00 ◦

第2会場

オンデマンド配信以外の聴講は、
講演時間のみとなりますので、ご注意ください。

2020.11.10 更新

Live

OnD

9：00

◦

9:40 ～11:40 P.103

10：00

◦

ハンズオンセミナー 1
これから始める
レーザーの基礎
講演：河野 太郎
実演：金子 高英
実演：河野 太郎
【船坂 陽子】
技術協力：
（株）
ジェイメック

11：00

◦

事前申し込み：要

12：00

◦

12:00 ～13:00 P.143

ランチョンセミナー 15
アトピー性皮膚炎の治療と病態
熊ノ郷 淳/鎌田 昌洋
【戸倉 新樹/大槻 マミ太郎】
共催：サノフィ
（株）
13：00

13：00 ◦

◦

Live

13:10 ～14:10 P.78

Live

定刻

教育講演 8
氏家 英之/山上 淳
【石河 晃】

シンポジウム 6
小児における皮膚疾患

Live

14:20 ～15:20 P.79

岸 晶子/馬場 直子
玉城 善史郎/柳田 紀之
【佐々木 りか子/馬場 直子】

教育講演 9
白斑、脱毛症
大磯 直毅/大山 学
【桒野 嘉弘】

15：00 ◦

■ 機構認定専門医制度の単位取得について
　 単位は聴講記録（ログ）にて確認いたします。

16：00 ◦

【

13:10 ～15:10 P.99

質疑

13:10 ～14:10 P.179

13:20 ～15:30

2020 年度
日本皮膚科学会
東京支部企画研修講習会
膠原病 ― 新たな展望 ―
松下 貴史/吉崎 歩
別サイト配信

メラノーマ診療最近の進歩
松下 茂人/宮川 卓也
吉野 公二/中村 貴之
【山本 明史/門野 岳史】

研修講習会取得単位について
機構認定専門医制度（新制度）
：
前実績（選択）2、後実績 2
学会認定専門医制度（旧制度）
：
前実績（選択）10、後実績 10

セッション開始15 分以内～終了までの聴講記録が確認できた場合にのみ、
会期終了後1ヶ月以内に単位付与（登録）いたします。

【浅野 善英/山口 由衣】
質疑

14:00 ～15:10 P.185

14:10 ～15:10 P.180

質疑

一般演題 18
紅斑、皮膚炎
120 ～126
【三井 浩/鑑 慎司】

■ 取得可能単位数
2 単位
1 単位
前・後実績 1 単位 ※

MEMO

Live

13:10 ～15:10 P.104

OnD

13:10 ～15:10 P.105

強皮症
141 ～146

【石黒 直子/永田 茂樹】

シンポジウム 7

13:10 ～14:00 P.184

一般演題 21

血管炎 1
113 ～119

】は座長です

MEMO

質疑

一般演題 17

事前登録制

水疱症
14：00 ◦

Live

13:10 ～15:10 P.97

一般演題 22
皮膚筋炎、血管炎 2
147 ～154

ハンズオンセミナー 2
完全オンライン！
ダーモスコピークイズ 2020
【田中 勝/外川 八英】
技術協力：カシオ計算機（株）
事前申し込み：要

ハンズオンセミナー 3
美容皮膚科における
レーザー治療戦略

14：00

◦

宮田 成章/小林 直隆
【宮田 成章】
技術協力：シネロン・キャンデラ
（株）

【住田 隼一/谷川 瑛子】
15：00

◦

※ 共通講習は、当日の Live 配信ご聴講のみでは、単位取得はできませんので、ご注意ください。

当日の Live 配信をご聴講し、後日 e-learningにて eテストを受け、合格した場合に単位取得と
なります。e-learning は 12 月下旬に公開予定です。

16：00

◦

