
�月
日（日）

第�会場（本館�階 コンコードＡ）

■ 8：10〜9：10

モーニングセミナー�

「尋常性痤瘡における新たな知見〜P. acnesの働き・抗菌薬の役割〜」

座長：黒川 一郎（明和病院）

P. acnesは豹変する

出来尾 格（東京女子医科大学東医療センター 皮膚科）

新痤瘡治療ガイドラインにおける外用抗菌薬ナジフロキサシンの位置づけ

谷岡 未樹（谷岡皮フ科クリニック）

共催：大塚製薬株式会社

■ 9：20〜10：20

サテライトシンポジウム 第�回日本痤瘡研究会学術大会
「にきび治療外用薬の使い分け」

座長：宮地 良樹（滋賀県立成人病センター）

日本の痤瘡治療の現状

林 伸和（虎の門病院 皮膚科）

日本の痤瘡治療外用薬での副作用

小林 美和（こばやし皮膚科クリニック）

シンポジスト：SewonKang（JohnsHopkins School ofMedicine,USA）

DaeHun Suh（SeoulNationalUniversity, SouthKorea）

黒川 一郎（明和病院 皮膚科）

小林 美和（こばやし皮膚科クリニック）

谷岡 未樹（谷岡皮フ科クリニック）

林 伸和（虎の門病院 皮膚科）

■ 10：30〜12：00

シンポジウム�

「日本痤瘡研究会との合同シンポジウム 痤瘡の基礎研究」

座長：戸倉 新樹（浜松医科大学）

乃木田俊辰（新宿南口皮膚科／東京医科大学）

痤瘡の細菌学の最先端

出来尾 格（東京女子医科大学東医療センター 皮膚科）

痤瘡の分子機構解明に向けたヒト脂腺細胞の樹立

佐藤 隆（東京薬科大学薬学部）

痤瘡炎症の分子機序

山﨑 研志（東北大学 皮膚科）
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過酸化ベンゾイルの薬理作用に関する基礎的研究

岡本 和明（マルホ株式会社 開発研究部／

京都薬科大学薬学部 微生物・感染制御学）

■ 12：10〜13：10

ランチョンセミナー�

「聴いて得するニキビ治療の極意」

座長：川島 眞（東京女子医科大学）

川田 暁（近畿大学）

聴いて得する痤瘡治療の位置づけ

海老原 全（慶應義塾大学 皮膚科）

聴いて得するベピオゲルの使い方

野本真由美（野本真由美スキンケアクリニック）

共催：マルホ株式会社

■ 13：20〜14：50

スポンサードシンポジウム�

「痤瘡治療をトータルで考える」

座長：林 伸和（虎の門病院）

窪田 泰夫（香川大学）

ケミカルピーリング

山本 有紀（和歌山県立医科大学）

瘢痕治療

木下三和子（木下皮フ科）

スキンケア，メイクアップ

小林 美和（こばやし皮膚科クリニック）

共催：常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部

第 34 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会：スケジュール
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第�会場（本館�階 コンコードＢ）

■ 8：10〜9：10

モーニングセミナー�

「ヒト幹細胞培養エキスとスレッドリフトの併用治療について」

座長：川島 眞（東京女子医科大学）

古山 登隆（医療法人社団喜美会自由が丘クリニック）

共催：株式会社バイオミメティクスシンパシーズ

リジェンサイテックパシフィックリミテッド

ロート製薬株式会社

■ 9：20〜10：50

優秀演題発表
座長：須賀 康（順天堂大学浦安病院）

坪井 良治（東京医科大学）

■ 11：00〜12：00

スポンサードセミナー�

「結果がでる美容皮膚治療のハーモナイゼーション」

座長：須賀 康（順天堂大学浦安病院）

日本人に適した美容医療のハーモナイゼーションセラピー

野本真由美（野本真由美スキンケアクリニック）

漢方を美容皮膚科治療にどう役立てるか

吉木 伸子（よしき皮膚科クリニック銀座）

共催：キュテラ株式会社／クラシエ薬品株式会社

■ 12：10〜13：10

ランチョンセミナー�

「カバーメーキャップ技術の進歩と今日から使えるテクニック」

座長：関東 裕美（東邦大学医療センター大森病院）

肌悩みを美しくカバーする粉体光学技術

勝山 智祐（資生堂 グローバルイノベーションセンター）

施術後の肌を美しく魅せるカバーメーキャップのテクニック

青木和香恵（資生堂 ライフクオリティー ビューティーセンター）

共催：株式会社資生堂／岩城製薬株式会社
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■ 13：20〜14：50

シンポジウム�

「サンスクリーン剤について考える」

座長：錦織千佳子（神戸大学）

森田 明理（名古屋市立大学）

太陽紫外線による皮膚の老化と発がんの分子機構〜最近の考え方〜

森脇 真一（大阪医科大学 皮膚科）

サンスクリーン剤の選び方・使い方

菊地 克子（東北大学 皮膚科）

学校における啓発活動

島田 辰彦（島田ひふ科）

光老化啓発プロジェクトについて

川島 眞（東京女子医科大学 皮膚科）

■ 14：50〜15：05

閉会式・次期会頭挨拶

第 34 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会：スケジュール
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第�会場（本館�階 コンコードＣ）

■ 8：10〜9：10

モーニングセミナー�

座長：山田 秀和（近畿大学奈良病院）

生体内に存在するコラーゲンペプチド・エラスチンペプチド

佐藤 健司（京都大学大学院農学研究科 応用生物科学専攻）

共催：ロート製薬株式会社

■ 9：20〜10：20

中間報告
座長：船坂 陽子（日本医科大学）

色素レーザー

演者：河野 太郎（東海大学 形成外科）

■ 10：30〜12：00

スポンサードシンポジウム�

「美容皮膚科におけるレーザー治療〜プロフェッショナルから学ぶ〜」

座長：岩崎 泰政（岩崎皮ふ科・形成外科）

河野 太郎（東海大学）

皮膚レーザー治療の基礎と臨床

〜ダイレーザーとＱスイッチアレキサンドライトレーザー〜

岩崎 泰政（岩崎皮ふ科・形成外科）

ダイレーザー治療の実際：痛みのコントロール

山下 理絵（湘南鎌倉総合病院 形成外科・美容外科）

共催：佐藤製薬株式会社／シネロン・キャンデラ株式会社

■ 12：10〜13：10

ランチョンセミナー


「睫毛貧毛症治療の意義」

座長：大山 学（杏林大学）

宮地 良樹（滋賀県立成人病センター）

脱毛症の分類と病態

齊藤 典充（横浜労災病院 皮膚科）

データから考えるビマトプロストの作用機序と睫毛貧毛症治療への応用

大山 学（杏林大学 皮膚科）

共催：塩野義製薬株式会社
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■ 13：20〜14：50

スポンサードシンポジウム�

「患者満足度を高める美容皮膚診療」

座長：長谷川敏男（順天堂大学）

一部 −機器−

ガウシアンビームの切れ味を生かしたＱスイッチルビーレーザー SINONの使用経験

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

当院でのデルマトロン使用経験

友枝 裕人（ともえだ皮フ科）

二部 −化粧品−

海外アレルゲンリストに準拠した低アレルギー性化粧品の特徴と医学的有効性の報告

林 理華（横浜馬車道皮膚科・ペインクリニック）

共催：株式会社アブソルート／株式会社エイム

第	会場（南館	階 錦）

■ 9：20〜10：20

スポンサードセミナー	

座長：川島 眞（東京女子医科大学）

ボツリヌス療法最前線

古山 登隆（医療法人社団喜美会自由が丘クリニック）

共催：アラガン・ジャパン株式会社

■ 10：30〜11：30

スポンサードセミナー�

「化粧品原料の光老化へのアプローチ：molecular level から使用実際に沿った臨床まで」

座長：川田 暁（近畿大学）

アジア人女性の顔面露光部と非露光部における XVIII型コラーゲンを含む基底膜関連遺

伝子発現の比較

箱崎 智洋（The Procter& Gamble Company）

パブリックの遺伝情報データベースを用いた遺伝子発現の解析

百田 龍輔（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 人体構成学・分子医化学）

秋田在住女性を対象とした 10 年以上に渡る長期皮膚老化量を対象に，その後同一スキン

ケア製品を�年間連用使用した効果との比較調査について

宮本久喜三（Ｐ＆Ｇイノベーション合同会社）

共催：Ｐ＆Ｇイノベーション合同会社

第 34 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会：スケジュール
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■ 12：10〜13：10

ランチョンセミナー�

「世界で活躍する ALAスキンケアへの応用」

座長：船坂 陽子（日本医科大学）

紫外線誘発性皮膚紅斑に対する ALA + Fe の効果

加藤 昌志（名古屋大学 環境労働衛生学）

アミノレブリン酸（ALA）アップデート−今加齢に対して何を期待できるのか

坪内利江子（銀座スキンクリニック）

共催：ウシオ電機株式会社

優秀演題掲示会場（本館�階 コンコード前）

■ 9：00〜14：00

ポスター展示

一般演題･ポスター会場（本館	階 花ABCD）

■ 9：00〜14：00

ポスター展示

企業展示会場（本館	階 花ABCD，本館42階 相模）

■ 9：00〜14：00

企業展示

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，富士）

■ 9：00〜14：00

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

ハンズオンセミナー� 共催：サイノシュアー株式会社

ハンズオンセミナー� 共催：株式会社 INFIX
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�月
日（日）

ポストコングレスミーティング

第�会場（本館�階 コンコードＣ）

■ 15：05〜17：05

ポストコングレスミーティング
平成 28 年度日本皮膚科学会美容皮膚科・レーザー指導専門医研修会

座長：船坂 陽子（日本医科大学）

尾見 徳弥（クイーンズスクエアメディカルセンター）

下田 貴子（希望ヶ丘すずらん皮膚科クリニック）

小児のアザに対するレーザー治療について

長濱 通子（神戸百年記念病院）

フィラー注入の基本〜応用まで

岩城佳津美（いわきクリニック形成外科・皮フ科）

いろいろな皮膚疾患に対するレーザー治療の試み

木村有太子（順天堂大学浦安病院 皮膚科）

第	会場（南館	階 錦）

■ 15：05〜16：35

ポストコングレスミーティング
美容クリニックのエキスパートスタッフ養成講座
日本コスメティック協会 化粧品検定・コスメマイスター

座長：川島 眞（東京女子医科大学）

宮地 良樹（滋賀県立成人病センター）

抑えておきたい化粧品販売の法律

野間 自子（三宅坂法律事務所）

知っておきたい化粧品の基礎知識

川島 眞（東京女子医科大学 皮膚科）

◇セミナー受講後，無料で化粧品検定（コスメマイスター）の検定試験を受験頂けます。

試験形式：50問（�択マークシート方式）

合否基準：正解率 80％以上

試験時間：45分

第 34 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会：スケジュール
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第�会場（本館�階 コンコードＡ）

■ 16：00〜17：30

市民公開講座
「知ってますか？ お肌の光老化って。」

座長：川島 眞（東京女子医科大学）

宮地 良樹（滋賀県立成人病センター）

講演�：光とシミ・シワ（光老化）

川田 暁（近畿大学 皮膚科）

講演�：光老化と皮膚ガンその予防

錦織千佳子（神戸大学 皮膚科）

講演�：光を上手に利用するために

森田 明理（名古屋市立大学 皮膚科）
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