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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

2 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
8：00

P.99 8：00〜9：00

8：00〜9：00

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

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

P.100 8：00〜9：00

モーニングセミナー 1

モーニングセミナー 2

アトピー性皮膚炎の Type2 炎症
に迫る―IL-4とIL-13の役割とは―

エキシマ光線療法〜病院と
クリニックでの臨床実践〜

井川 哲子/小澤 麻紀
【本田 哲也/阿部 理一郎】
共催：サノフィ
（株）

米田 明弘/塚本 克彦
【上出 良一/多田 弥生】
共催：ウシオ電機
（株）

P.101 8：00〜9：00

モーニングセミナー 3

P.102 8：00〜9：00

モーニングセミナー 4

P.103

9 月 19 日（日）

デジタルポスター CPCコーナー
Web上

3F 企業展示会場内

〜17：00

8：00

8：00〜13：30

福永 淳/内山 明彦
【相場 節也/河野 通浩】
共催：武田薬品工業（株）

【藤田 英樹/山中 恵一】
共催：大鵬薬品工業
（株）
/
ヤンセンファーマ
（株）
9：00

9：00〜13：00
P.79 9：10〜10：10

P.65 9：10〜11：10

好中球
山本 俊幸/阿南 隆/
箕輪 智幸/川上 民裕
【山本 俊幸/氏家 英之】

一般演題 15

P.57

招待講演 3

一般演題 17
リンパ腫
O-105〜114
【河井 一浩/島内 隆寿】

10：00

P.163

CPC バーチャルスライド
閲覧コーナー

薬疹、蕁麻疹

東部支部企画 CPC

企業展示・書籍展示

O-115〜121
【千葉 貴人/藤本 篤】

大学間の垣根を越えた CPC
11：20〜12：20

P.161

加藤 潤史/坂田 耕一/
中村 泰大/鳥越 俊彦
一般演題 16
10：30〜11：30
【山﨑 直也】
有棘細胞癌、メルケル細胞癌
共催：小野薬品工業（株）/
ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）
O-99〜104
一般演題 18
【岩田 浩明/堀本 浩平】

10：30〜12：00

11：00

P.158 9：10〜10：30

上皮系腫瘍
基礎と臨床の観点から考える
O-93〜98
メラノーマの病型別治療戦略
【佐藤 さゆり/柳 輝希】
-末端型・粘膜型メラノーマを
中心にP.159
10：10〜11：10

袋 秀平/堺 則康
【三浦 俊祐】

シンポジウム 4

P.91 9：10〜10：10

スポンサードシンポジウム

在宅診療

12：00

3F ロイトンホール（C・D）

1 時間でキャッチアップ！ BRAF 皮膚科医が積極的に関わるべき希少 乾癬の治療戦略 up-to-date
陽性メラノーマ診療のポイント 疾患―HAE（遺伝性血管性浮腫）―
鎌田 昌洋/山﨑 文和
松下 茂人/前川 武雄
【竹之内 辰也/福島 聡】
共催：ノバルティス ファーマ
（株）

教育講演 3

10：00

企業展示会場

モーニングセミナー 5

9：00
9：10〜11：10

2021.08.12

オーガナイザー：山元 修/
阿南 隆
総合司会：神谷 崇文

ホモ・サピエンスのユーラシ
アへの拡散とアジア人の起源

11：00

12：00

松村 博文
【宇原 久】

デジタルポスター閲覧
12：30〜13：30

P.113 12：30〜13：30

ランチョンセミナー 7
13：00

P.114 12：30〜13：30

ランチョンセミナー 8

アトピー性皮膚炎・
爪白癬の完全治癒を目指して
遺伝性角化症：病態と治療戦略 2021〜私ならこう治療する〜

P.115 12：30〜13：30

P.116 12：30〜13：30

P.117

ランチョンセミナー 9

ランチョンセミナー 10

ランチョンセミナー 11

AD 治療における患者さんの
アンメットニーズと治療戦略

乾癬患者の更なる
治療満足度向上を目指して

乾癬治療の更なる進化を
目指して

Live 配信聴講サイト上で
ご覧いただけます
13：00

氏家 英之/乃村 俊史
菊池 信之/福田 知雄
中原 剛士/井川 健
久米 昭廣/高橋 英俊
安田 正人/小林 里実
【山本 明美/阿部 理一郎】
【山本 俊幸/澤村 大輔】
【奥山 隆平/髙森 建二】
【大槻 マミ太郎/佐伯 秀久】
【大塚 篤司/本間 大】
（株） 共催：マルホ（株）/ノバルティス ファーマ（株）共催：ユーシービージャパン
（株）
共催：常盤薬品工業（株）ノブ事業部 共催：佐藤製薬（株）/エーザイ
（株） 共催：日本イーライリリー
13：40〜14：40

14：00

P.67 13：40〜14：40

教育講演 4
クイズ形式で学ぶ
ダーモスコピー（炎症性疾患）
古賀 弘志
【田中 勝】

P.68

教育講演 5

14：00

皮膚外科
竹之内 辰也/前川 武雄
【爲政 大幾】
14：40〜16：40

15：00

15：00

皮膚科スペシャリティー
ナース講習会
（ビデオ講義）
16：00

16：00

17：00

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

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

その他のご案内
9 月 18 日（土）

9 月 19 日（日）

参加受付

名称

3F ホワイエ

会場

8：00〜18：05

7：30〜13：00

PC 受付

3F ホワイエ

8：00〜18：00

7：30〜13：30

クローク

2F・3F ロビー

8：00〜19：50

7：30〜15：00

【

】は座長です

