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24日 10:00（土） 11:00

第1 特別講演1

SL1

大曲 貴夫

可

24日 11:05（土） 12:05

第1 特別講演2

SL2

松本 吉郎

可

25日 11:20（日） 12:20

第1 特別講演3

SL3

原澤 朋史

可

24日 13:25（土） 14:25

シンポジウム1
第1 ダーモスコピーで見逃しては
いけない悪性病変

SY1-1 皆川 茜

可

見逃してはいけない黒い病変

信州大学皮膚科

SY1-2 古賀 弘志

可

見逃してはいけない赤い病変

信州大学皮膚科

24日 13:25（土） 14:25

シンポジウム2
第2 知っておきたい接触皮膚炎の
アレルゲン

SY2-1 伊藤 崇

可

化粧品成分のアレルゲン

東邦大学医療センター
大森病院皮膚科

SY2-2 飯島 茂子

可

日常診療で注意すべき接触皮膚炎

はなみずきクリニック

24日 13:25（土） 14:25

シンポジウム3
第3 アトピー性皮膚炎治療への期
待と問題点

SY3-1 本田 哲也

可

新規治療薬はアンメットニーズを解消する
浜松医科大学皮膚科
か？

SY3-2 五十嵐 敦之

可

アトピー性皮膚炎治療における問題点

NTT東日本関東病院皮膚科

24日 13:25（土） 14:25

第4

シンポジウム4
簡単まるわかりの色素異常症

SY4-1 大磯 直毅

可

簡単まるわかりの色素増強症

近畿大学皮膚科

SY4-2 鈴木 民夫

可

簡単まるわかりの色素低下症

山形大学皮膚科

24日 13:25（土） 14:25

SY5-1 齋藤 昌孝
シンポジウム5
第5 日常よく見かける爪の異常やト
SY5-2 高山 かおる
ラブルへの対処法

可

爪疾患がみるみるよくなる治療法

慶應義塾大学皮膚科

可

フットケアが不可欠な爪のトラブル

済生会川口総合病院皮膚科

24日 13:25（土） 14:25

シンポジウム6
第6 薬疹と“中毒疹”～「原因は何
ですか」にどこまで答えていま
すか？

SY6-1 水川 良子

可

中毒疹を鑑別診断する―臨床検査と鑑別手
杏林大学皮膚科
順について―

SY6-2 高橋 勇人

可

薬疹の原因薬調査の考え方―手順と方法― 慶應義塾大学皮膚科

24日 14:35（土） 15:35

SY7-1 中村 泰大
シンポジウム7
第1 達人に聞く。顔のほくろの診断
と治療
SY7-2 大原 國章

可

ほくろと間違えやすい皮膚腫瘍

埼玉医科大学国際医療セン
ター皮膚腫瘍科・皮膚科

可

顔のホクロの手術

赤坂虎の門クリニック皮膚
科

可

慢性蕁麻疹の円滑な治療マネージメント

東京医科大学皮膚科

国立国際医療研究センター
国際感染症センター
コロナ禍における保険診療と最近の中央情 公益社団法人日本医師会
常任理事
勢について
厚生労働省保険局医療課
2022年度診療報酬改定の展望
課長補佐
COVID-19

シンポジウム8
蕁麻疹・血管浮腫をコントロー
第2
ルし、”美しい皮膚”を保つた
めの道筋

SY8-1 伊藤 友章

24日 14:35（土） 15:35

SY8-2 本田 大介

可

遺伝性血管性浮腫の新しい知見と治療法～
埼友草加病院、順天堂大学
疾患認知度向上のための啓蒙活動と疾患ス
腎臓内科
ペクトラム拡大のジレンマ～

24日 14:35（土） 15:35

シンポジウム9
第3 今一度、乾癬治療をおさらい
しよう

SY9-1 多田 弥生

可

外用療法と光線療法

帝京大学皮膚科

SY9-2 佐伯 秀久

可

内服療法と生物学的製剤

日本医科大学皮膚科

24日 14:35（土） 15:35

シンポジウム10
第4 白斑の新しく役に立つ知識と
治し方

SY10-1 林 昌浩

可

白斑の新しく役に立つ知識

山形大学皮膚科

SY10-2 種村 篤

可

白斑の新しく役に立つ治療

大阪大学皮膚科

24日 14:35（土） 15:35

SY11-1 木下 美咲
シンポジウム11
第5 しなやかな脱毛症診療を目指
して
SY11-2 植木 理恵

24日 14:35（土） 15:35

SY12-1 玉城 善史郎
シンポジウム12
第6 小児皮膚科のトピックスと外来
診療に役立つヒント
SY12-2 成田 雅美

可

24日 16:55（土） 17:55

シンポジウム13
SY13-1 端本 宇志
第2 皮膚のかゆみと痒疹を退治す
SY13-2 青山 裕美
る

可

24日 16:55（土） 17:55

第3 シンポジウム14

24日 16:55（土） 17:55

第4

24日 16:55（土） 17:55

第5

シンポジウム15
ここまで進んだ！皮膚科AI
シンポジウム16
水疱症診療の道標

可
可

可

患者さんの質問にこう答える！画像診断法
杏林大学皮膚科
の活用とともに
順天堂大学附属順天堂東京
女性脱毛症患者診療のコツ
江東高齢者医療センター皮
膚科
外来で役立つ小児の皮膚科診療のコツと 埼玉県立小児医療センター
ピットホール
皮膚科
腸内細菌叢とアトピー性皮膚炎の不思議な
杏林大学小児科
関係
難治なかゆみの退治法

防衛医科大学校皮膚科

可

難治な痒疹の退治法

川崎医科大学皮膚科

SY14 宮田 成章

可

どこまでできるの炭酸ガスレーザー、何が みやた形成外科・皮ふクリ
ニック
違うのピコ秒発振レーザー

SY15-1 志藤 光介

可

皮膚科診療におけるAIの魅力

東北大学皮膚科

SY15-2 藤澤 康弘

可

皮膚腫瘍をAIでどこまで診断できるか?

筑波大学皮膚科

SY16-1 栗原 佑一

可

水疱症診療の経験を生かす。；大学病院と
平塚市民病院皮膚科
市中病院での経験を踏まえて

SY16-2 石井 文人

可

水疱症の自己抗体解析を生かす

久留米大学皮膚科

掌蹠膿疱症と紛らわしい症状をみたら、次
福島県立医科大学皮膚科
にどうするか？
リウマチ医・整形外科医と共に診る掌蹠膿
東京医科大学皮膚科
疱症性骨関節炎

24日 16:55（土） 17:55

SY17-1 山本 俊幸
シンポジウム17
第6 掌蹠膿疱症とその関節炎を診
たら次にどうする
SY17-2 大久保 ゆかり

可

24日 16:55（土） 17:55

シンポジウム18
SY18-1 中村 裕之
第7 皮膚科救急 救急の現場より
クリニックの先生に知っておい
SY18-2 稲福 和宏
ていただきたいこと

可

皮膚科救急の功罪

可

皮膚科医が貢献できる救急疾患～病院皮膚 国保直営総合病院君津中央
科があってよかったと言われるように～ 病院皮膚科

25日 9:10（日） 10:10

シンポジウム19
第1 クリニックで診る帯状疱疹、病
院で診る帯状疱疹

SY19-1 小野 文武

可

クリニックで診る帯状疱疹

佐曽利ひふ科医院

SY19-2 渡辺 大輔

可

病院で診る帯状疱疹

愛知医科大学皮膚科

可

市立釧路総合病院皮膚科
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帝京大学ちば総合医療セン
ター皮膚科
皮膚真菌症原因菌の最新の分類と薬剤感受 千葉大学真菌医学研究セン
性
ター

SY20-1 佐藤 友隆

可

SY20-2 矢口 貴志

可

SY21-1 谷岡 未樹

不可

SY21-2 葉山 惟大

可

化膿性汗腺炎診療の手引き2020を理解する 日本大学皮膚科

SY22-1 前川 武雄

可

分子標的薬の皮膚障害

自治医科大学皮膚科

SY22-2 吉野 公二

可

チェックポイント阻害薬の皮膚障害

駒込病院皮膚腫瘍科

25日 9:10（日） 10:10

SY23-1 久保 亮治
シンポジウム23
第5 遺伝性皮膚疾患の「これまで」
SY23-2 堺 則康
と「これから」

可

汗孔角化症：多彩な病型と診断のコツ

慶應義塾大学皮膚科

可

遺伝外来の窓から―当院で経験した遺伝カ
東京医科大学皮膚科
ウンセリング症例

25日 9:10（日） 10:10

シンポジウム24
第6 ここまで進歩した膠原病の最
新治療

SY24-1 佐藤 伸一

可

全身性強皮症の最新治療

東京大学皮膚科

SY24-2 松下 貴史

可

SLEの最新治療

金沢大学皮膚科

SY25-1 石地 尚興

可

皮疹でわかる梅毒わからない梅毒

東京慈恵会医科大学皮膚科

25日 10:15（日） 11:15

シンポジウム25
第1 皮膚科に必要な性感染症の
知識

SY25-2 川瀬 正昭

可

尖圭コンジローマへのアプローチ

千葉愛友会記念病院皮膚科

SY25-3 斎藤 万寿吉

可

HIV感染症を見逃さない

東京医科大学皮膚科

SY26-1 河野 真純

可

SY26-2 三上 万理子

可

SY27-1 菊地 克子

可

酒さの肌質

25日 9:10（日） 10:10

25日 9:10（日） 10:10
25日 9:10（日） 10:10

シンポジウム20
第2
真菌感染症
シンポジウム21 ＊
毛包閉塞性疾患を解決する。
第3
～にきびと化膿性汗腺炎の耳
寄り情報～
シンポジウム22
第4 日常診療で知っておきたい癌
治療（分子標的薬、チェックポ
イント阻害薬）の皮膚障害

黒色菌糸症（Phaeohyphomycosis）の臨床

面皰形成と保湿を再考する

谷岡皮フ科クリニック

市中感染型メチシリン耐性黄色ブ菌（CA杉本皮膚科
MRSA）感染症
皮膚抗酸菌症の現状、背景、診断と鑑別
横浜西口菅原皮膚科
法、治療について

25日 10:15（日） 11:15

第2

25日 10:15（日） 11:15

シンポジウム27
第3 酒皶・口囲皮膚炎：美しい顔
へのスマート・アプローチ

SY27-2 福屋 泰子

可

口囲皮膚炎・酒さ・酒さ様皮膚炎における
東京女子医科大学皮膚科
細菌学的検討と臨床への応用

25日 10:15（日） 11:15

SY28-1 濱田 利久
シンポジウム28
第4 皮膚リンパ腫に関するさまざま
SY28-2 宮垣 朝光
な誤解

可

B細胞リンパ腫に関するさまざまな誤解

高松赤十字病院皮膚科

可

T細胞リンパ腫に関するさまざまな誤解

聖マリアンナ医科大学皮膚
科

25日 10:15（日） 11:15

シンポジウム29
第5
母斑、母斑症のトピックス

SY29-1 金田 眞理

可

SY29-2 久保 亮治

可

25日 10:15（日） 11:15

第6 シンポジウム30

SY30 古田 淳一

可

25日 13:40（日） 14:40

シンポジウム31
第1 知っていますか、新専門医制
度のこと

SY31-1 石河 晃

可

SY31-2 佐山 浩二

可

25日 13:40（日） 14:40

シンポジウム32
第2 褥瘡診療！どこまでやる
の？？

SY32-1 内藤 亜由美

可

SY32-2 田村 政昭

可

SY33-1 沢田 泰之

可

25日 13:40（日） 14:40

25日 13:40（日） 14:40

シンポジウム26
ホットな細菌感染症

SY33-2 村上 富美子
シンポジウム33
第3 勤務医委員会主催セッション：
コロナ禍での病院皮膚科
SY33-3 稲福 和宏

可

SY33-4 高山 かおる

可

SY34-1 奥村 栄次郎

可

SY34-2 芦刈 伊世子

可

SH-1 岡部 美保

可

SH-2 服部 尚子

可

シンポジウム34
どうするのが正しいの？
第4
―皮膚科にもよく来る他科疾
患―

可

仙台たいはく皮膚科クリニック

結節性硬化症から見た母斑症と結節性硬化
大阪大学皮膚科
症の最新の話題
皮膚の模様（モザイク）の考え方：診断か
慶應義塾大学皮膚科
ら遺伝相談まで
個人情報保護というけれど

筑波大学医学医療系医療情
報マネジメント学

新専門医制度3年間の総括：皮膚科専攻医
東邦大学皮膚科
の募集定員のシーリングを中心に
専門医資格更新に必要な「もの」と「こ
愛媛大学皮膚科
と」
褥瘡診療～皮膚排泄ケア認定看護師にでき
藤沢市民病院看護部
ること
褥瘡診療～皮膚科専門医がやるべきこと

佐野厚生総合病院皮膚科

コロナ禍の皮膚科勤務医 院内感染を超え
東京都立墨東病院皮膚科
て
Long COVID（新型コロナ後遺症）に見ら 聖マリアンナ医科大学横浜
れる脱毛症
市西部病院皮膚科
国保直営総合病院君津中央
コロナ禍で皮膚科ができること
病院皮膚科
コロナ禍での病院皮膚科～済生会川口総合
済生会川口総合病院皮膚科
病院（地域中核病院）の場合～
皮膚科診療に役立つ整形外科の知識

日本臨床整形外科学会副理事
長、東京都臨床整形外科医会
会長、奥村整形外科

皮膚症状の背景にある精神疾患、心理的要 東京精神神経科診療所協会
副会長、あしかりクリニック
因とその対応
高崎健康福祉大学訪問看護
訪問看護師から見た皮膚科往診の重要性
ステーション
在宅医療における診診連携の実際

病院皮膚科からみた皮膚疾患に対する在宅
SH-3 磯貝 善蔵
可
24日 15:45学校保健・在宅医療委員会
医療の現状と課題
第1
（土） 17:55
コラボセッション
新型コロナウイルス感染症を想定した新し
SH-4 矢上 晶子
可
い生活様式による皮膚トラブル―学校生活
で気を付けること―
皮膚科医が教育委員会委員になってわかっ
SH-5 岡村 理栄子
可
たこと
＊シンポジウム21は一部配信不可のため、オンラインでの視聴による単位の取得はございません。
＊＊共催セミナーは全て会期中のLive配信を行います。

なおこ皮膚科クリニック
国立長寿医療研究センター
皮膚科
藤田医科大学ばんたね病院
総合アレルギー科
岡村皮フ科医院

