日程表

第 2 日目 平成 30 年 11 月 11 日（日）

A会場
8:00

1F 中ホール

8:00〜8:50

B会場
3F 大会議室

鶴田 紀子/戸倉 新樹
【佐山 浩二/成澤 寛】
共催：田辺三菱製薬㈱/帝國製薬㈱
9:00〜10:00

P.92 8:00〜8:50

モーニングセミナー 2

Psoriasis ＆ Antihistamines for Allergy

D会場

島根県民会館
2F 第 1 多目的ホール 2F 第 2 多目的ホール

P.91 8:00〜8:50

モーニングセミナー 1

9:00

C会場

P.93 8:00〜8:50

モーニングセミナー 3

P.94

E会場

ポスター会場

3F 303 会議室

2F 大ホール舞台
8:00〜14:00

モーニングセミナー 4

メルケル細胞癌における新規薬剤アベ アトピー性皮膚炎 up date 悪性黒色腫の治療最新アップ
デート（免疫チェックポイント
〜病態から治療まで〜
ルマブの臨床的意義と治療上の留意点
阻害剤を中心に）
猪又 直子/田中 暁生
山﨑 直也 【爲政 大幾】
【竹原 和彦/横関 博雄】
共催：鳥居薬品㈱

共催：ファイザー㈱/
メルクセローノ㈱

福島 聡/田中 了 【吉田 雄一】
国際薬疹シンポジウム
共催：MSD ㈱

2018

9:00〜10:10

P.57

特別講演

Session 5

強皮症病態の新しい考え方

SCAR5-1〜7

佐藤 伸一
【島田 眞路】

【Hirohiko Sueki/
Chie Sotozono】

10:00
P.87 10:05〜11:35

10:05〜11:35

P.69

スポンサード
シンポジウム 5

11:00

P.142 10:10〜11:15

病理シンポジウム

西田 絵美
多田 弥生
山口 由衣
【清島 真理子/小林 里美】
共催：マルホ㈱/
ノバルティス ファーマ㈱

今山 修平
林 一彦
久岡 正典
【山元 修】

P.97 11:40〜12:30

Break

一般演題 13

肉芽腫、他
O-85〜93

リンパ腫
O-94〜102

【山田 七子/牧野 貴充】

P.98 11:40〜12:30

P.144 10:10〜10:20

10:20〜11:30

一般演題 12

乾癬治療スキルアップ

11:40〜12:30

10:10〜11:10

Session 6

【藤井 一恭/鍬塚 大】

P.99 11:40〜12:30

SCAR6-1〜7

ポスター展示

【Hideo Asada/
Hideo Hashizume】

P.100

プレランチョンセミナー 1 プレランチョンセミナー 2 プレランチョンセミナー 3 プレランチョンセミナー 4
12:00

よく見える よくわかる
爪白癬外用治療

帯状疱疹の新しいはなし〜足ること 皮膚科医が知っておくべき
をしることこそが、幸福である〜
眼の疾患

齋藤 昌孝/山元 修
【西本 勝太郎/田中 勝】
共催：㈱ポーラファルマ
12:40〜13:40

安元 慎一郎/岩崎 泰政
【今福 信一/渡辺 大輔】
共催：マルホ㈱

P.108 12:40〜13:40

福田 憲/庄司 純
【高村 悦子/海老原 伸行】
共催：千寿製薬㈱

P.109 12:40〜13:40

ランチョンセミナー 7

ランチョンセミナー 6

乾癬治療に対する内服療法
の過去・現状・未来
馬渕 智生/猿渡 浩
【下村 裕/青山 裕美】
共催：セルジーン㈱

P.110 12:40〜13:40

ランチョンセミナー 8

P.111

ランチョンセミナー 9

13:00 効果と利便性の両面から考える 特発性の慢性蕁麻疹治療に 私が TNF α阻害薬を使わな 皮膚 T 細胞性リンパ腫の
治療戦略
抗 IgE 抗体製剤を
い理由 vs 私が TNF α阻害
尋常性乾癬治療の外用療法
どう使いこなすか
薬を使う理由
日野 亮介/常深 祐一郎
藤村 卓
【飯塚 一/金蔵 拓郎】
中原 剛士/千貫 祐子
林 宏明/鎌田 昌洋
森田 明理
共催：レオ ファーマ㈱/
【五十嵐 敦之/高森 建二】
【川田 暁/佐野 栄紀】
【岩月 啓氏/尹 浩信】
協和発酵キリン㈱
共催：ノバルティス ファーマ㈱ 共催：エーザイ㈱/アッヴィ（同） 共催：㈱ミノファーゲン製薬

14:00

13:50〜14:50

P.65 13:50〜15:10

13:50〜14:50

P.148

P.73 13:50〜15:50

14:00〜15:00

教育講演 3
アレルギー

一般演題 15

松本 健治
矢上 晶子
【窪田 泰夫/成澤 寛】

日本皮膚科学会
専門医指導医講習会

14:10〜16:10

石河 晃
【佐山 浩二】

メラノーマ
O-109〜119

ポスター撤去

【加持 達弥/河合 幹雄】

15:00 14:55〜15:40

14:55〜15:30

P.146

皮膚科スペシャリティー
ナース講習会
（ビデオ講義）

一般演題 14
蕁麻疹 II
O-103〜108

P.150

薬疹講習会

一般演題 16
乾癬
O-120〜124
【杉田 和成/山口 道也】

【平郡 隆明/辻野 佳雄】
15:40〜15:45

16:00

閉会式・次期会長挨拶

17:00

「新専門医制度の単位取得について」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。
取得可能単位数
1 単位

その他の
ご案内

【

】は座長です

名称

会場

11 月 10 日（土）

11 月 11 日（日）

総合受付

1F ホール入口ロビー

8：00〜17：00

7：30〜14：30

クローク

1F ホール入口ロビー

8：00〜18：30

7：30〜16：30

1F ホール入口ロビー

8：00〜16：00

7：30〜15：00

9：00〜18：00

9：00〜12：40

PC 受付
企業展示・書籍展示

1F

展示ホール、ロビー、プロムナードギャラリー

− 15 −

