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第85回日本皮膚科学会東部支部学術大会 The 85th Annual Meeting of the Eastern Division of JDA

1 日目

日程表
第1会場

第2会場

3F ロイトンホール（A・B） 2F エンプレスホール

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

デジタルポスター CPCコーナー

2F リージェントホール

2F ハイネスホール

2F クリスタルルームA

2F クリスタルルームB

2F クリスタルルームC

Web上

3F 企業展示会場内

2021.08.12

9 月 18 日（土）
企業展示会場
3F ロイトンホール（C・D）

8：00〜
8：30〜19：00
8：40〜8：50

9：00

開会挨拶・会長講演

The future is here
宇原 久

P.73 9：00〜11：00

9：00〜11：00

P.75 9：00〜10：10

P.135 9：00〜10：05

皮膚炎、アレルギー、アトピー

10：00

O-1〜8
【伊藤 泰介/菅 裕司】

シンポジウム 2

薬疹

感染症

末木 博彦/阿部 理一郎/
芦田 敦子/山口 正雄
【阿部 理一郎/末木 博彦】

山﨑 修/内田 秀昭/
沢田 泰之/浅井 俊弥
【山本 明美/山﨑 修】

P.137

10：10〜11：05

悪性黒色腫 1
O-16〜22
【高塚 純子/吉川 周佐】
P.140

10：05〜11：00

水疱症

O-23〜28
【上原 治朗/藤澤 康弘】

O-9〜15
【泉 健太郎/遠藤 雪恵】

一般演題 11

肉腫
O-42〜47
【紺野 隆之/秦 洋郎】

O-68〜73
【藤田 靖幸/栁澤 健二】
P.146

10：00〜11：00

P.153

9：55〜11：00

9：00

9：00〜18：00

一般演題 13
遺伝性疾患

10：00

P.156

10：00〜11：00

一般演題 14

その他 1

O-48〜53
【沖山 奈緒子/藤山 俊晴】

P.155

O-81〜86
【中野 創/小宮根 真弓】

一般演題 12

膠原病

悪性黒色腫 2

P.151 9：00〜10：00

9：00〜9：55

壊疽性膿皮症、慢性膿皮症、
膿疱症

一般演題 8

一般演題 4

一般演題 2

P.145

一般演題 7

一般演題 3

一般演題 1
シンポジウム 1

P.138 9：00〜10：00

その他 2

O-74〜80
【遠藤 元宏/菅野 恭子】

O-87〜92
【熊谷 綾子/馬場 俊右】

11：00

11：00
11：10〜12：10

P.54

招待講演 1
From melanocytes to
melanoma
12：00

Boris C. Bastian
【斎田 俊明】

12：00

12：10〜12：20 記念写真撮影、次期会長挨拶
P.107 12：20〜13：20

12：20〜13：20

ランチョンセミナー 1

P.108 12：20〜13：20

P.109 12：20〜13：20

ランチョンセミナー 3

ランチョンセミナー 2

新剤形ドボベットⓇフォーム登場
進行期 BRAF 陽性メラノーマ
炎症性皮膚疾患アップデート
―新剤形を外用療法にどう生かすか―
における薬物療法
伊藤 宏太郎/菅井 順一
【飯塚 一/本間 大】
共催：レオファーマ（株）/協和キリン（株）

13：00

P.56

13：30〜14：30

山田 勝裕/山﨑 研志
【佐伯 秀久/今福 信一】
共催：アッヴィ（同）

内 博史/木庭 幸子
【爲政 大幾/清原 祥夫】
共催：小野薬品工業（株）

P.77 13：35〜14：35

13：35〜15：35

P.110

皮膚 T 細胞性リンパ腫
宮垣 朝光/濱田 利久
【天野 正宏/戸倉 新樹】
共催：
（株）
ミノファーゲン製薬

P.148

招待講演 2
14：00

一般演題 5

Garr Reynolds
【宇原 久】

O-29〜35
【清水 聡子/廣﨑 邦紀】

P.61

感染症

教育講演 1

15：00

15：45〜16：45

16：00

スペシャルコンサート
木村 弓（歌、ライアー）
中川 俊郎（ピアノ）

血管炎、脂肪織炎

13：35〜14：35

堀 仁子/檜垣 祐子
【片桐 一元/末木 博彦】
共催：大塚製薬（株）メディカル・アフェアーズ部

一般演題 6

企業展示・書籍展示

O-36〜41
【小川 英作/松﨑 康司】

デジタルポスター閲覧

CPC バーチャルスライド
閲覧コーナー
14：00

Live 配信聴講サイト上で
ご覧いただけます

14：35〜15：35
P.150

肉芽腫

東部支部企画
「研修医、学生からみた
皮膚科」

O-62〜67
【鎌田 麻子/橋本 喜夫】

チューター：夏賀 健
岸部 麻里

一般演題 10

櫻井 晃洋/村田 洋三
【肥田 時征/八田 尚人】

13：00

P.95

三井 広/室田 浩之
【宮地 良樹/片山 一朗】
共催：サノフィ
（株）

O-54〜61
【石井 良征/小松 成綱】

14：45〜15：35

乾癬

15：00

■ 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
取得可能単位数：
2 単位、
1 単位、
前・後実績 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、会期終了後 1 ヶ月以内に単位付与（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
P.63 16：55〜17：55

P.121 16：55〜17：55

つなぐ乾癬治療

行動経済学
江口 有一郎/大塚 篤司
【大塚 篤司/安田 正人】

16：00

P.122 16：55〜17：55

P.83

田口 詩路麻/安部 正敏
【茂木 精一郎/氏家 英之】
共催：サンファーマ
（株）

P.127 18：05〜19：05

イブニングセミナー 1
What's Next in Psoriasis?
遠藤 幸紀/伊藤 圭
【鳥居 秀嗣/森田 明理】
共催：アッヴィ（同）

P.87 16：55〜17：55

今後のアトピー性皮膚炎治療：かゆみコ
ントロールによる長期寛解維持の実現

日本皮膚科学会
専門医指導医講習会

田中 暁生/石氏 陽三
【川上 民裕/島田 眞路】
共催：マルホ
（株）

石河 晃/佐山 浩二
【石河 晃/佐山 浩二】

P.128 18：05〜19：05

P.123

P.129 18：05〜19：05

P.130

皮膚科における MTX の
適正使用

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−の
相談会（M ＆ M）

高橋 英俊/常深 祐一郎
【井川 健/山﨑 研志】
共催：ファイザー（株）
18：00
18：05〜19：05

P.131

イブニングセミナー 2

イブニングセミナー 3

イブニングセミナー 4

かゆみの治療戦略

アトピー性皮膚炎の
これからに迫る

患者視点の乾癬 BIO 治療
―皮膚・関節症状のマネジメント―

最新メラノーマ治療
〜実臨床はどう変わったか〜

乃村 俊史/天野 博雄
【山本 明美/川村 龍吉】
共催：鳥居薬品（株）

西本 周平/柳田 英寿
【五十嵐 敦之/村上 正基】
共催：協和キリン
（株）

加藤 裕史/山﨑 修
【藤村 卓】
共催：MSD
（株）

菅井 順一/谷崎 英昭
【奥山 隆平/中原 剛士】
共催：田辺三菱製薬（株）
/
帝國製薬（株）

17：00

スイーツセミナー 3

18：00
18：05〜19：05

16：55〜19：00

スイーツセミナー 2

スイーツセミナー 1

教育講演 2

19：00

下山 陽也/原田 和俊
【河野 通浩/鈴木 民夫】
共催：科研製薬
（株）

P.143

14：35〜15：35

母斑

16：55〜17：55

17：00

海老澤 元宏/矢上 晶子/
澄川 靖之/中村 陽一
【矢上 晶子/澄川 靖之】

爪白癬治療
アトピー性皮膚炎におけるメンタルケアの実践
〜外用療法のストラテジー〜 〜明日からやってみよう！メンタルケア〜

アトピー性皮膚炎治療の
現在と未来を展望する

一般演題 9

食物アレルギー
14：35〜15：35

P.112

ランチョンセミナー 6

スポンサードレクチャー

プレゼンテーションZen〜シン
プルプレゼンのテクニック〜

シンポジウム 3

P.111 12：20〜13：20

ランチョンセミナー 5

ランチョンセミナー 4

P.142 13：35〜14：45

12：20〜13：20

イブニングセミナー 5

19：00

19：20〜19：40

札幌医大デルマトアンサンブル演奏会
【

】は座長です

