
第 34 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会
スケジュール

�月�日（土）

第�会場（本館�階 コンコードＡ）

■ 12：00〜13：00

ランチョンセミナー�

座長：漆畑 修（宇野皮膚科医院）

美容医学とアンチエイジング：美容皮膚科に必要なオプションとテクニック Update 2016

山下 理絵（湘南鎌倉総合病院 形成外科・美容外科）

共催：PRSS.Japan 株式会社

■ 13：10〜14：10

スポンサードセミナー�

座長：尹 浩信（熊本大学）

ビタミンＡで実現するトータルアクティブエイジング

〜若さは外面的な装いからは生まれない〜

川添 剛（医療法人社団貴順会吉川病院）

共催：株式会社プロティア・ジャパン

■ 14：20〜15：50

教育講演�

「美容皮膚科のオーバービュー」

座長：山田 秀和（近畿大学奈良病院）

須賀 康（順天堂大学浦安病院）

シミ診断と治療の極意について〜シミを見極め治療する〜

長濱 通子（神戸百年記念病院 皮膚科美容皮膚科）

皮膚科医が行えるしみ・しわ・たるみの治療

秋田 浩孝（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 皮膚科）

ニキビあとの治療

木村有太子（順天堂大学浦安病院 皮膚科）
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第�会場（本館�階 コンコードＢ）

■ 9：00〜9：15

開会挨拶・会頭講演
林 伸和（虎の門病院 皮膚科）

■ 9：15〜9：45

総 会

■ 9：50〜11：50

教育講演�

「美容皮膚科に関係するガイドラインのポイント」

座長：武藤 正彦（宇部興産中央病院）

田中 俊宏（滋賀医科大学）

尋常性痤瘡治療ガイドライン

山﨑 修（岡山大学 皮膚科）

ケミカルピーリングガイドライン

船坂 陽子（日本医科大学 皮膚科）

男性型脱毛症診療ガイドライン

乾 重樹（大阪大学 皮膚科／心斎橋いぬい皮フ科）

原発性局所多汗症診療ガイドライン 患者満足度をあげるための一歩

藤本 智子（東京都立大塚病院 皮膚科）

接触皮膚炎診療ガイドライン

矢上 晶子（藤田保健衛生大学 皮膚科）

■ 12：00〜13：00

ランチョンセミナー�

「赤にきび治療の新時代」

座長：川島 眞（東京女子医科大学）

新痤瘡治療ガイドラインにおけるデュアックの位置づけ

谷岡 未樹（谷岡皮フ科クリニック）

実臨床におけるデュアックの効果的な使用方法

乃木田俊辰（新宿南口皮膚科／東京医科大学 皮膚科）

共催：株式会社ポーラファルマ
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■ 13：10〜14：40

シンポジウム�

「他学会との連携」

座長：川島 眞（東京女子医科大学）

坪井 良治（東京医科大学）

美容外科が得意な美容領域

佐藤 英明（北里大学北里研究所病院 形成外科・美容外科）

香粧品が担う美容領域

片桐 千華（資生堂 グローバルイノベーションセンター）

国内，海外の美容皮膚科の現状

尾見 徳弥（クイーンズスクエアメディカルセンター 皮膚科）

■ 14：50〜16：00

国際シンポジウム
「海外の痤瘡治療最前線」

座長：尹 浩信（熊本大学）

宮地 良樹（滋賀県立成人病センター）

Recent acne treatments using medical devices

DaeHun Suh（SeoulNationalUniversity, SouthKorea）

Acne treatment using topical and oral medicines

SewonKang（JohnsHopkins School ofMedicine,USA）

共催：マルホ株式会社

■ 16：10〜16：40

特別講演
座長：大原 國章（虎の門病院）

超高齢社会の到来と健康寿命の延伸

大内 尉義（国家公務員共済組合連合会虎の門病院 院長）

第�会場（本館�階 コンコードＣ）

■ 12：00〜13：00

ランチョンセミナー�

「美容皮膚治療の新たな治療戦略 ピコセカンドレーザーの可能性を考える」

座長：山田 秀和（近畿大学奈良病院）

ピコセカンドレーザー enLIGHTen™の色素性病変に対する有効性の検討

根岸 圭（東京女子医科大学成人医学センター）

美容皮膚科診療におけるピコ秒レーザーの役割

真弓 愛（真弓愛メディカル美容皮膚科・皮膚科センター）

共催：キュテラ株式会社
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■ 13：10〜14：10

スポンサードセミナー�

「痤瘡治療と化粧は両立するのか？〜患者さんの思いに応える〜」

座長：宮地 良樹（滋賀県立成人病センター）

痤瘡患者さんに化粧はすすめられるのか？

谷岡 未樹（谷岡皮フ科クリニック）

痤瘡患者さんと診療医師とのギャップを埋めるためにできること

佐藤 薫（かおるクリニック）

共催：アクセーヌ株式会社

■ 14：20〜15：20

スイーツセミナー�

「�しみ�を診断する」

座長：大原 國章（虎の門病院）

山本 有紀（和歌山県立医科大学）

顔面のしみ（日光角化症を含める）：〜あなたは鑑別できますか？

山本 有紀（和歌山県立医科大学 皮膚科）

ダーモスコピーによる老人性色素斑とメラノーマの鑑別

大原 國章（虎の門病院 皮膚科）

共催：持田製薬株式会社

■ 17：00〜18：00

イブニングセミナー�

「機器による美容治療 〜フェイスからボディまで〜」

座長：川島 眞（東京女子医科大学）

メラニン系色素異常：レーザー治療でどこまで消えるか？

山下 理絵（湘南鎌倉総合病院 形成外科・美容外科）

冷却脂肪融解による非侵襲的脂肪除去の最新アプローチ

横川 真紀（横川ひふ科クリニック）

共催：株式会社ジェイメック
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第	会場（南館	階 錦）

■ 12：00〜13：00

ランチョンセミナー	

「角層バイオマーカーの開発と応用 〜酸化ストレスへの応答と制御〜」

座長：向井 秀樹（東邦大学）

酸化ストレスと老化／寿命と闘う抗酸化タンパク質 DJ-1

野口 範子（同志社大学 生命医科学研究科 システム生命科学研究室）

角層バイオマーカー解析のテーラーメード型スキンケアへの応用

福田 美和（新村医院 皮膚科）

共催：株式会社ファンケル

■ 13：10〜14：10

スポンサードセミナー�

「美容皮膚診療のキーマン〜CO2レーザと IPL〜」

座長：川田 暁（近畿大学）

スキャナー搭載 CO2レーザ治療の基礎と臨床

乗杉 理（けやきひふ科）

Intense Pulsed Light（IPL）の基礎と実践〜皮膚科医の視点から〜

長濱 通子（神戸百年記念病院 皮膚科美容皮膚科）

IPLを見つめなおす〜長波長帯の活用，脱毛編〜

山田 詠剛（医療法人正英会えいご皮フ科）

共催：株式会社日本ルミナス

■ 14：20〜15：20

スイーツセミナー�

「長期に渡り人気の Accent XLi（テノール）の秘密と今や脱毛のスタンダードとなった

Soprano
TM
ICEについて」

座長：山田 裕道（国際親善総合病院）

長期経過観察により示された，持続発振型高周波ÞAccent XLißの可能性

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

ソプラノ ICE脱毛〜実際の現場〜

渡邊 千春（千春皮フ科クリニック）

低フルエンスマルチパス方式のダイオードレーザー（Soprano
TM
ICEレーザー，Alma 社）

を用いた脱毛効果に関する考察

尾見 徳弥（クイーンズスクエア 皮膚科・アレルギー科）

共催：メディカランド株式会社
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■ 17：00〜18：00

イブニングセミナー�

「ヒアルロン酸注入テクニック〜美の定義と患者満足度〜」

座長：坪井 良治（東京医科大学）

患者さん満足度を上げるヒアルロン酸注入法

石川 浩一（クロスクリニック銀座）

皮膚科医からみたアジア人における美の基準と注入テクニック

今泉 明子（東京ミッドタウン皮膚科形成外科）

共催：ガルデルマ株式会社

優秀演題掲示会場（本館�階 コンコード前）

■ 12：00〜19：00

ポスター展示

一般演題・ポスター会場（本館	階 花ABCD）

■ 12：00〜18：00

ポスター展示

■ 18：00〜19：00

ポスター討論

企業展示会場（本館	階 花ABCD，本館42階 相模）

■ 9：00〜19：00

企業展示
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ハンズオンセミナー会場

（本館 42 階 高尾，多摩，武蔵，御岳，津久井）

■ 9：00〜18：00

ハンズオンセミナー
JMEC Café 共催：株式会社ジェイメック

ハンズオンセミナー� 共催：株式会社プロティア・ジャパン

ハンズオンセミナー� 共催：メディカランド株式会社

ハンズオンセミナー� 共催：キュテラ株式会社

ハンズオンセミナー	 共催：サイトンジャパン合同会社
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