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第86回日本皮膚科学会東部支部学術大会 The 86th Annual Meeting of the Eastern Division of JDA

1 日目

日程表
朱鷺メッセ

8：00

第2会場

第3会場

4F 国際会議室

2F メインホールA

2F メインホールB

第4会場
2F

第5会場
3F

中会議室201

第6会場

中会議室301

8：50〜9：00

開会挨拶（ビデオ講演）

9：00〜11：00

P.69 9：00〜11：00

P.71 9：00〜10：15

P.137 9：00〜10：05

P.143

3F

デジタルポスター

中会議室302A

Web上

企業展示会場
3F

中会議室302B

M＆M会場
4F 朱鷺

8：00

シンポジウム 1
重症薬疹―基礎から臨床まで―
中野 裕康/小川 陽一/
Sherrie Divito/上田 隆宏
【高橋 勇人/濱 菜摘】

シンポジウム 2

紅斑・紫斑・血管炎
O-1〜7

皮膚癌領域のトピックス
―Bench to Bedside―

【小宮根 真弓/井川 哲子】

中村 善雄/田中 亮多/
野村 基雄/Nikolas Haass
【竹之内 辰也/前川 武雄】

一般演題 2

P.149 9：00〜10：00

【肥田 時征/赤坂 英二郎】

【花見 由華/水芦 政人】
10：00〜11：05

P.145
10：15〜11：00

一般演題 6

皮膚付属器疾患
O-8〜11

皮膚炎・アトピー・アレルギー
O-34〜39

【菅野 恭子/小川 英作】

【三井 広/髙橋 隼也】

9：00

9：00〜17：30

角化異常症 2、その他
O-79〜85

感染症
O-52〜60

【泉 健太郎/遠藤 雪恵】

P.138

P.156

一般演題 13
一般演題 9

水疱症
O-27〜33

10：05〜11：00
10：15〜11：00

開会挨拶（ビデオ講演）

9：00〜10：15

一般演題 5

一般演題 1

10：00

ホテル日航新潟

8：00〜

8：50〜9：00

9：00

8 月 27 日（土）

朱鷺メッセ

第1会場

2022.07.20

一般演題 10

P.152

10：00

P.158

一般演題 14

香粧品研究
O-61〜64

代謝異常症、その他
O-86〜92

【鈴木 民夫/原田 康子】

【中野 創/林 周次郎】

11：00

11：00
11：10〜11：30

新潟で Whatʼs New?

会長講演

阿部 理一郎

11：30〜11：40 記念写真撮影、
次期会長挨拶
11：50〜12：50

12：00

13：00

ランチョンセミナー 1 P.109

11：50〜12：50

ランチョンセミナー 2 P.110

11：50〜12：50

P.111 11：50〜12：50

P.112

アトピー性皮膚炎における
皮膚バリアの重要性と長期寛解維持を
見据えた治療戦略

Abrocitinib as a treatment for
atopic dermatitis to achieve
therapeutic goals

ランチョンセミナー 3

ランチョンセミナー 4

乾癬の最新トピックス
〜免疫学・実臨床の視点から〜

改めて考えるアトピー性皮膚炎の
外用療法

乃村 俊史
【山本 明美】
共催：サノフィ
（株）

Cheng-Che E. Lan
【川村 龍吉】
共催：ファイザー（株）

小川 陽一/渡部 大輔
【安田 正人/浅野 善英】
共催：サンファーマ
（株）

玉城 善史郎/井川 健
【鈴木 民夫/天野 博雄】
共催：大塚製薬（株）

13：00〜15：00

P.73 13：00〜15：00

P.75 13：00〜14：20

P.139 13：00〜14：00

P.146

11：50〜12：50

14：00

シンポジウム 4

化粧品による皮膚障害を見逃さない・
防ぐために

新しい着眼による
皮膚香粧品研究の進展

矢上 晶子/伊藤 裕子/
池田 英史/中村 政志
【伊藤 明子/矢上 晶子】

水越 興治/原 祐輔/
井上 高良/原田 康子
【大島 宏/阿部 理一郎】

乳房外パジェット病、その他
O-12〜21

藤井 一恭/藤村 卓
【本田 哲也/大塚 幹夫】
共催：
（株）
ミノファーゲン製薬

13：00〜14：05

14：00〜15：00

14：20〜15：05

13：00

デジタルポスター閲覧
東部支部企画
「研修医、学生からみた皮膚科」

薬疹
O-65〜71

企業展示

チューター：岸部 麻里
夏賀 健

【藤山 俊晴/長谷川 瑛人】

P.148

14：00
14：05〜15：05

一般演題 8

P.142

毛髪疾患
O-22〜26

P.154

一般演題 12

角化異常症 1
O-46〜51

有棘細胞癌、その他
O-72〜78

【本間 大/古田 淳一】

【柳 輝希/皆川 茜】

【伊藤 泰介/岡本 崇】

15：00

15：20〜16：20

P.63 15：20〜16：20

P.123 15：20〜16：20

スイーツセミナー 1
教育講演 1

JAK 阻害薬の登場でアトピー性
皮膚炎治療はどう変わったか？

Skin research
Alain Mauviel/Jean Krutmann
【Toshifumi Nomura】

16：35〜17：35

氏家 英之/天野 博雄
【清水 忠道/大槻 マミ太郎】
共催：日本イーライリリー（株）

P.65 16：35〜17：35

教育講演 2
17：00

皮膚リンパ腫

【安田 正人/大西 正純】

一般演題 4

16：00

12：00

P.153 13：00〜14：00

一般演題 11

【Akihiko Uchiyama/Osamu Ansai】

P.114

加藤 裕史/山﨑 直也
【宇原 久/竹之内 辰也】
共催：小野薬品工業（株）/
ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）

一般演題 7
シンポジウム 3

P.113 11：50〜12：50

ランチョンセミナー 6

English Session
O-40〜45

一般演題 3

ランチョンセミナー 5

メラノーマ薬物療法の
トータルケアを考える

Dermatology situation in
overseas countries
Thomas J. Hornyak/
Cheng-Che E. Lan
【Hideyuki Ujiie】

イブニングセミナー 1
井川 哲子/茂木 精一郎
【片桐 一元/浅田 秀夫】
共催：アッヴィ（同）

P.124 15：20〜16：20

P.125

スイーツセミナー 2

スイーツセミナー 3
アトピー性皮膚炎治療を考える

福田 桂太郎/鎌田 昌洋
【五十嵐 敦之/佐伯 秀久】
共催：協和キリン
（株）

本田 哲也/井川 健
【茂木 精一郎/浅野 善英】
共催：鳥居薬品（株）

P.130 16：35〜17：35

15：20〜16：20

P.87 15：20〜16：20

P.126

スイーツセミナー 4

UP TO DATE Brodalumab

P.129 16：35〜17：35

アトピー性皮膚炎 Up to Date

15：00

日本皮膚科学会
専門医指導医講習会

進化する再発性/難治性 CTCL の
治療―基礎から臨床へ―

石河 晃／佐山 浩二

藤村 卓
【阿部 理一郎】
共催：エーザイ
（株）

【石河 晃/佐山 浩二】

P.131

イブニングセミナー 2

イブニングセミナー 3

患者さんの声に応える
地域乾癬診療への貢献

皮膚疾患の痒みを紐解く
〜病態メカニズムと治療のポイント

田口 詩路麻/林 美沙
端本 宇志/谷崎 英昭
【奥山 隆平/森実 真】
【常深 祐一郎】
/帝國製薬
（株）
共催：マルホ（株）/ノバルティス ファーマ（株） 共催：田辺三菱製薬（株）

16：35〜17：35

イブニングセミナー 4
爪白癬 up to date 2022
大塚 篤司/野口 博光
【乃村 俊史】
共催：佐藤製薬
（株）

P.132 16：35〜17：35

16：00
16：10〜18：10

P.91

P.133

イブニングセミナー 5
全身性疾患として乾癬を考える
〜これからの治療はどう変わる？〜
柴田 彩/石塚 洋典
【藤田 英樹/小宮根 真弓】
共催：大鵬薬品工業（株）/ヤンセンファーマ（株）

日本皮膚科学会
キャリア支援委員会
企画
メンター＆メンティー
の相談会（M ＆ M）

17：00

■ 機構認定専門医制度の単位取得および単位付与（登録）について
18：00

取得可能単位数：
2 単位、
1 単位
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。
WEB 参加の場合は、単位は聴講記録（ログ）にて確認いたします。セッション開始※〜終了までの聴講記録が確認できた場合にのみ、10 月
中旬頃に単位付与（登録）いたします。マイページを必ずご確認ください。また、1 日で取得できる単位数には上限がございます。詳細
は大会ホームページにてご案内いたしますので、ご確認ください。
※セッション開始 15 分以内

18：00

【

】は座長です

