日程表
第1会場

2 日目 9 月 24 日
（日）
第2会場

第3会場

1F コンベンションホールA 1F コンベンションホールB
8：00

9：00

P.115 8：00〜9：00

8：00〜9：00

3F 中会議室A

P.116 8：00〜9：00

モーニングセミナー 1

モーニングセミナー 2

表皮機能とアレルギー

アトピー性皮膚炎の

なぜ今、デュアックが

9：00〜13：30
P.74 9：15〜10：45

P.79
P.137

西岡 清/斉藤 隆三/
向井 秀樹/栗原 誠一/
井上 勝平/清島 真理子/ 10：50〜11：50
田中 勝/浅井 俊弥
【浅井 俊弥/山本 俊幸】
特別講演 4

10：30〜11：05 一般演題

O-66〜O-69
【橋爪 秀夫/盛山 吉弘】
11：10〜11：40 一般演題

P.96 12：00〜13：00

P.97 12：00〜13：00

皮膚疾患における
抗ヒスタミン薬の役割

改めて考える乾癬
Bio治療とその留意点

今、帯状疱疹治療は
新しい時代へ

田代 学/秀 道広
十一 英子/朝比奈 昭彦
浅田 秀夫/菅井 順一
【横関 博雄/相場 節也】
【天野 博雄/川田 暁】
【渡辺 大輔/今福 信一】
（株）
共催：大鵬薬品工業
（株） 共催：ヤンセンファーマ
共催：マルホ
（株）

福島県地域医療の現状
〜震災から 6 年を経て
花見 由華/岸本 和裕/山本 俊幸
14：00 【相場 節也/大槻 マミ太郎/川内 康弘】

一般演題 17
悪性黒色腫

東部支部企画 CPC
「大学間の垣根を越えた
CPC」
総合司会：大塚 幹夫
【山元 修/安齋 眞一】

P.99 12：00〜13：00

ランチョンセミナー 9

P.100 12：00〜13：30

ランチョンセミナー 10

乾癬のメカニズムと生物学的 メラノーマ治療における
製剤―深掘りして分かること― Immuno/Target Therapy
による最新治療を学ぶ

杉浦 一充/佐藤 伸一
竹之内 辰也/並川 健二郎
【池田 志斈/鈴木 民夫】 【清原 祥夫/爲政 大幾】 ポスター
共催：協和発酵キリン
（株） 共催：ノバルティス ファーマ（株） 撤去

P.141 13：10〜14：15

13：10〜14：05

CPC
コーナー

O-89〜O-94
【松本 和彦/須山 孝雪】

P.98 12：00〜13：00

ランチョンセミナー 8

P.57 13：10〜14：20

P.145

10：45〜11：35

O-70〜O-73
【白濱 茂穂/橋本 喜夫】

ランチョンセミナー 7

特別企画

O-81〜O-88
【狩野 俊幸/藤村 卓】

14 P.140

ランチョンセミナー 6

13：10〜14：10

ポスター
展示

上皮系腫瘍

蕁麻疹、薬疹・中毒疹 2

細矢 光亮
【相原 道子】
12：00〜13：00

一般演題 16

13 P.139

蕁麻疹、薬疹・中毒疹 1
P.54

P.143

9：40〜10：35

一般演題 12

皮膚疾患を巡る興味深い
現象〜ケブネル現象と自然 母斑症・間葉系・その他
シンポジウム 4
O-60〜O-65
皮膚病をもっと好きにな 消退現象の病態に迫る〜
【松﨑 康司/澄川 靖之】
塩原 哲夫/村田 洋三
るために〜雑誌「皮膚病
診療」とのコラボ企画〜 【中村 晃一郎/奥山 隆平】

小児の発疹症と
その合併症

13：00

P.119 8：00〜12：00
P.151

モーニングセミナー 5

ザガーロ アップデート

尋常性乾癬治療―効果的

9：30〜10：25

12：00

4F プレゼンテーションルーム 1F 多目的展示ホールA
P.118 8：00〜9：00

モーニングセミナー 4

モーニングセミナー 3

シンポジウム 5

11：00

3F 中会議室B
P.117 8：00〜9：00

ポスター CPC
会場 コーナー

第5会場

な治療選択と外用療法 〜市販直後調査報告・泌尿器科
ファーストチョイスか
これから
阿部 理一郎/山本 明美
医のデュタステリド使用経験〜
山口 由衣/森田 明理
川村 龍吉/加藤 則人
山﨑 研志/高橋 英俊
【島田 眞路/戸倉 新樹】
【佐野 栄紀/大久保 ゆかり】
畠中 俊樹/河野 吉昭
【宮地 良樹/窪田 泰夫】
共催：常盤薬品工業
（株） 【奥山 隆平/片山 一朗】 共催：レオ ファーマ
【杉浦 亙】
（株）/
ノブ事業部
共催：田辺三菱製薬（株）
共催：
（株）
ポーラファルマ
協和発酵キリン
（株）
共催：グラクソ・スミスクライン（株）
9：15〜11：45

10：00

第4会場

一般演題 15
感染症・治療
O-74〜O-80
【村田 哲/角田 孝彦】

P.146

一般演題 18
間葉系疾患
O-95〜O-101
【梅林 芳弘/前川 武雄】

14：00〜16：00

14：30〜16：30

皮膚科スペシャリティー
ナース講習会
（ビデオ講義）

15：00

平成 29 年度
日本皮膚科学会東部
支部企画研修講習会
稀ではあるが大切な疾患
16：00

岩月 啓氏/末木 博彦
【出光 俊郎/川村 龍吉】

17：00

【
日本皮膚科学会 キャリア支援委員会企画
タイトル

会場

日時

メンター＆メンティーの
相談会（M ＆ M）

3F 小会議室
2+3

9 月 23 日（土）
16：40〜18：40

ハンズオンセミナー
企業名

会場

3F 小会議室
アラガン・ジャパン（株）
2+3

その他のご案内
名称

会場

9 月 23 日（土） 9 月 24 日（日）

参加受付

1F ロビー

8：15〜18：00

7：30〜13：00

PC 受付

1F コンベンションホール ホワイエ

8：15〜17：40

7：30〜14：00

9：00〜18：00

9：00〜13：30

8：15〜19：20

7：30〜16：45

企業展示会場
日時

】は座長です

クローク

9 月 23 日（土）
10：30〜11：30

- 13 -

1F 多目的展示ホール A

