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企業展示

大ホールＢ ［2F］中ホール［2F］ 大研修室１［3F］ 大研修室２［3F］

日程表　第１日目　12月8日（金）

　

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場

シンポジウム
共同研究シンポジウム
座長：川島 眞、片岡 葉子
演者：関東 裕美、橋爪 秀夫、
　　　室田 浩之

15：05～15：50

一般演題
1 ～ 5

【食物アレルギー１】

16：00～16：50

一般演題
6 ～ 11

【接触皮膚炎１】

16：00～17：00

イブニングセミナー２

共催：ヤンセンファーマ株式会社

17：10～18：10

一般演題
12 ～ 17
【薬疹１】

座長：大久保 ゆかり、高橋 健造 座長：相場 節也、山西 清文

座長：神人 正寿、足立 真
演者：遠藤 幸紀、安部正敏

イブニングセミナー１

共催：サノフィ株式会社

17：10～18：10

座長：石川 治
演者：山本 俊幸

今だからこそ考える
生物学的製剤治療の価値皮膚エリテマトーデスの治療戦略

座長：大槻 マミ太郎、今福 信一

16：00～17：00

総　会
14：30～14：50

会長挨拶
企
　
業
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示

14：00～17：10
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県民ホール［1F］ 大ホールＡ ［2F］

企業展示

大ホールＢ ［2F］中ホール［2F］ 大研修室１［3F］ 大研修室２［3F］

日程表　第２日目　12月9日（土）

　

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場

19：00～ 懇　親　会（城山観光ホテル）

イブニングセミナー４

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

17：00～18：00

座長：照井 正
演者：葉山 惟大、矢上 晶子

イブニングセミナー５

共催：サーモフィッシャー
　　　ダイアグノスティックス株式会社

17：00～18：00

座長：加藤 則人
演者：千貫 祐子、益田 浩司

イブニングセミナー６

共催：サノフィ株式会社

17：00～18：00

座長：川島 眞
演者：足立 厚子

イブニングセミナー３
難治化した慢性蕁麻疹の新しい選択肢としてのゾレア
～慢性蕁麻疹におけるゾレアを基礎と臨床から考える～

皮膚科日常診療における
IgE検査の重要性と診断の流れ

臨床現場におけるアトピー性皮膚炎と金属
アレルギーとの病態の特徴と関連性について皮膚疾患とかゆみ

共催：常盤薬品工業株式会社
　　　ノブ事業部　　　　　

17：00～18：00

座長：片山 一朗、古江 増隆
演者：越智 沙織、中原 真希子

ランチョンセミナー２

共催：科研製薬株式会社

12：20～13：20

座長：戸倉 新樹
演者：中原 剛士

ランチョンセミナー３

共催：日本臓器製薬株式会社

12：20～13：20

座長：今福 信一、天野 正宏
演者：天野 博雄、窪田 泰夫

ランチョンセミナー４

共催：シスメックス株式会社

12：20～13：20

座長：古江 増隆
演者：竹内 聡

ランチョンセミナー１

共催：田辺三菱製薬株式会社
　　　帝國製薬株式会社　　

12：20～13：20

座長：加藤 則人
演者：常深 祐一郎、室田 浩之

一般演題
30 ～ 35
【その他】

13：30～14：30

一般演題
57 ～ 62

【膠原病３】

13：30～14：30

一般演題
84 ～ 88

【脈管・血管炎１】

座長：鈴木 民夫、竹中 基 座長：長谷川 稔、岡本 祐之

一般演題
41 ～ 46

【接触皮膚炎３】

15：30～16：30

座長：川田 暁、伊藤 明子

一般演題
18 ～ 23
【薬疹２】

9：00～10：00

座長：浅田 秀夫、橋爪 秀夫

一般演題
24 ～ 29
【薬疹３】

10：00～11：00

座長：末木 博彦、青山 裕美

一般演題
73 ～ 78
【蕁麻疹】

9：00～10：00

座長：錦織 千佳子、天野 博雄

一般演題
79 ～ 83

【蕁麻疹・その他】

10：00～10：50

座長：石川 治、相原 道子

一般演題
47 ～ 51

【膠原病１】

9：30～10：20

座長：藤本 亘、浅野 善英

一般演題
52 ～ 56

【膠原病２】

10：20～11：10

座長：浅井 俊弥、茂木 精一郎

一般演題
93 ～ 98

【膠原病・自己炎症性疾患】

15：30～16：30

座長：河井 一浩、神戸 直智

座長：佐藤 貴浩、小寺 雅也

14：00～14：50

一般演題
89 ～ 92

【脈管・血管炎２】
座長：井川 健、川上 民裕

14：50～15：30

基調講演２
血管炎・血管障害診療ガイドライン2016年
改訂版からみた血管炎の概要と今後の展望
座長：陳 科栄　演者：石黒 直子

13：30～14：00

基調講演１
皮膚科医が膠原病をみることの重要性
座長：竹原 和彦　演者：新井 達

9：00～9：30

2016 年度 JEDCA最優秀論文賞講演
座長：横関 博雄
演者：小澤 麻紀、今村 真也

10：30～11：00

特別講演１
アレルギー性接触皮膚炎感作
に関わる自然免疫活性化機構

座長：金蔵 拓郎　演者：原 博満

11：10～12：10

シンポジウム
免疫アレルギー疾患の
病態と分子標的療法

座長：秀 道広、戸倉 新樹 
演者：天野 浩文、坪井 洋人、
　　　浅野 善英、佐田 憲映、
　　　門野 岳史、千貫 祐子

13：30～16：00

一般演題
36 ～ 40

【接触皮膚炎２】
座長：加藤 則人、高山 かおる

14：30～15：20

一般演題
63 ～ 67

【膠原病４】
座長：土田 哲也、濱口 儒人

14：30～15：20

一般演題
68 ～ 72

【膠原病５】
座長：山本 俊幸、谷川 瑛子

15：30～16：20

皮膚疾患に対する
抗ヒスタミン薬の効果的な使い方

アレルギー性皮膚疾患治療の
新たな展開期

アトピー性皮膚炎
小児～成人における予防・治療戦略

皮膚アドヒアランス向上プログラム
～足白癬・アトピー性皮膚炎編～
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9：00～17：00



8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

県民ホール［1F］ 大ホールＡ ［2F］

企業展示

大ホールＢ ［2F］中ホール［2F］ 大研修室１［3F］ 大研修室２［3F］

日程表　第３日目　12月10日（日）

A会場 B会場 C会場 D会場 E会場

ランチョンセミナー６

共催：大鵬薬品工業株式会社

12：20～13：20

座長：川島 眞
演者：千貫 祐子、常深 祐一郎

ランチョンセミナー７

共催：ウシオ電機株式会社

12：20～13：20

座長：片山 一朗
演者：高山 かおる、持田 和伸

ランチョンセミナー８

共催：レオ ファーマ株式会社　
　　　協和発酵キリン株式会社

12：20～13：20

座長：古江 増隆
演者：大谷 道輝、江藤 隆史

ランチョンセミナー５
皮膚疾患薬物療法の最新事情 その難治性病変、痒みに効く

“エキシマライト”臨床
外用薬を適切に使用するために大切なこと
大谷・江藤の外用療法講座 ‒ 基礎と応用 -

アトピー性皮膚炎の長期
マネージメントを目指して

共催：鳥居薬品株式会社

12：20～13：20

座長：中川 秀己、森田 栄伸
演者：波多野 豊、山中 恵一

一般演題
110 ～ 115

【接触皮膚炎４】

13：30～14：30

座長：坪井 良治、関東 裕美

一般演題
116 ～ 121

【接触皮膚炎５】

14：30～15：30

座長：名嘉眞 武国、鈴木 加余子

一般演題
133 ～ 138

【食物アレルギー４】

13：30～14：30

座長：照井 正、福永 淳

一般演題
139 ～ 144
【薬疹６】

14：30～15：30

座長：佐山 浩二、石河 晃

一般演題
99 ～ 104

【金属アレルギー・接触皮膚炎】

9：00～10：00

座長：久保 宜明、足立 厚子

一般演題
127 ～ 132

【食物アレルギー３】

9：50～10：50

座長：横関 博雄、矢上 晶子

一般演題
122 ～ 126

【食物アレルギー２】

9：00～9：50

座長：清水 忠道、猪又 直子

一般演題
150 ～ 155
【薬疹５】

9：50～10：50

座長：鶴田 大輔、阿部 理一郎

一般演題
145 ～ 149
【薬疹４】

9：00～9：50

座長：藤山 幹子、水川 良子

一般演題
156 ～ 160

【アトピー性皮膚炎】

13：30～14：20

座長：片桐 一元、中原 剛士

一般演題
161 ～ 165

【アトピー性皮膚炎・その他】

14：20～15：10

座長：中村 晃一郎、波多野 豊

一般演題
105 ～ 109

【職業アレルギー・接触皮膚炎】

10：00～10：50

座長：水谷 仁、川村 龍吉

特別講演２
Exploring the immunology
of alopecia areata
座長：片山 一朗
演者：Ralf Paus

11：10～12：10

シンポジウム
脱毛症

座長：坪井 良治、中村 元信
演者：乾 重樹、伊藤 泰介、
　　　大山 学、下村 裕、
　　　内田 洋平

9：00～11：00

シンポジウム
薬　疹

座長：佐野 栄紀、椛島 健治
演者：阿部 理一郎、藤山 幹子、
　　　浅田 秀夫、上田 真由美、
　　　山路 健

13：30～15：30

次期会長挨拶
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