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日時 講演会 会場 演者 講演内容

1月

13日(金) 大阪EBMネットワーク研究会 リーガロイヤル 西間三馨先生：国立病院福岡医療セン
ター 名誉院長

「アレルギー疾患総合ガイドラインの
必要性とその意図するもの」

21日(土) ODAN（第8回大阪皮膚アレルギーネットワーク） ANAクラウンプラザ 山本明美先生:旭川大皮膚科准教授
高井敏朗先生:順天堂アトピー疾患研究セ
ンター　准教授

「アトピー性皮膚炎をおこす皮膚バリ
ア障害」
「アレルゲンの持つアジュバント作用
と抗原感作機構」

28日（土） 大阪アレルギーセミナー 帝国ホテル 後藤　穣先生：日本医科大耳鼻科 准教授

浅井俊弥先生：浅井皮膚科クリニック院長

「花粉症治療の展望〜抗ヒスタミン
薬から舌下免疫療法まで〜（仮）」
「花粉症とアトピー性皮膚炎」

2月

2日（木） タリオン学術講演会 リッツカールトン 五十嵐敦之先生:NTT東日本関東病院皮
膚科部長

「抗ヒスタミン薬を改めて見つめ直
す」

4日（土） アトピー性皮膚炎治療研究会第17回シンポジウム 東京慈恵医科大学 テーマ：三「み」一体のアトピー性皮膚炎治
療ー赤み、痒み、悩みー

会頭：上出良一（東京慈恵医大皮膚
科 教授）

9日（木） 第4回関西皮膚科Biologics研究会 リッツカールトン 大槻マミ太郎先生：自治医科大学皮膚科
教授

「生物学的製剤時代の乾癬治療の
展望〜３つの生物学的製剤をどのよ
うに使い分けるのか〜」

11-12日 第30回日本臨床皮膚外科学会 シェラトンハノイ（ベトナム） 会長：河野太郎（東京女子医大形成
外科 教授）

16-17日 第35回皮膚脈管膠原病研究会 京王プラザホテル 会長：土田哲也（埼玉医大皮膚科 教
授）

18日(土) 第429回大阪地方会 朝日生命ホール 24年度定例総会 主催：石井正光（大阪市大皮膚科 教
授）

18-19日 第75回日本皮膚科学会東京支部 京王プラザホテル 会頭：土田哲也（埼玉医大皮膚科 教
授）

25日（土） Crosstalk OSAKA:2012 ブリーゼプラザ 柴垣直孝先生：山梨大皮膚科 准教授
西川博嘉先生：大阪大免疫学フロンティア
実験免疫学 特任准教授

「担癌マウスにおけるSTAT3を介す
る免疫抑制機序と、その解除による
抗腫瘍効果誘導の解析」
「メラノーマに対する抗腫瘍免疫応答
とその制御」

25日（土） MMC研究会 リーガロイヤル 東幸仁先生：広島大学原爆放射線医科学
研究所 教授

「閉塞性動脈硬化症と血管内皮機
能」

3月

1日（木） Dermatology Kampo Seminar ホテルエルセラーン大阪 蓮沼直子先生：秋田総合地域医療推進学
寄附講座 助教
萩原圭祐先生：大阪大学漢方医学寄附講
座 准教授

「皮膚科勤務医が実践する漢方治療
〜分子標的治療に見られるHAND-
FOOT SYNDROMEと漢方漢方治療
〜」「免疫疾患における漢方治療は
有効なのか？〜自験例からの考察
〜」
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2日（金） 京阪神バイオメディクス研究会 エーザイ（株）大阪コミュニケー
ションオフィス

熊ノ郷淳先生：大阪大学免疫内科 教授 「セマフォリンによる免疫抑制ーセマ
フォリンは疾患の鍵分子ー」

3日（土） 第2回HAEの講演会 毎日インテシオ 大澤勲先生：順天堂大学腎臓内科 准教授 「遺伝性血管性浮腫ー日本の現状と
最近の話題」

10日（土） 関連病院部長会議    ※関係者のみ スカイビル 西山茂夫先生：北里大学皮膚科名 誉教授 「皮膚の結核と結核疹」

16日（金） 大阪乾癬バイオフォーラム グランビア大阪 大久保ゆかり先生：東京医大皮膚科 准教
授

「乾癬の話題」

24日（土） 第430回大阪地方会 大阪科学技術センター 研究セッション 主催：錦織千佳子（神戸大皮膚科 教
授）

4月

5日（土） 皮膚免疫疾患研究会 ヒルトン大阪 東山真里先生：日生病院皮膚科部長
羅　智靖先生：日本大学分子細胞免疫アレ
ルギー 教授

「乾癬の治療選択」
「マスト細胞活性化のファインチュー
ニング：アレルギー治療の新しい戦
略」6日（金） 皮膚免疫フォーラム 中之島ダイビル 川上民裕先生：聖マリアンナ医大皮膚科

准教授
「血管炎に対する皮膚科医からのア
プローチ」

7日（土） 関西皮膚疾患懇話会 グランビア大阪 片山一朗：大阪大学皮膚科 教授
大槻マミ太郎先生：自治医科大学皮膚科
教授

「アトピー性皮膚炎と汗 バリア障害or
バリア保持？」
「湿疹・皮膚炎について考える」

13日（金） なにわ皮膚腫瘍研究会 ラマダホテル 上田孝文先生：国立病院大阪医療セン
ター整形外科 部長

「軟部腫瘍の診断の要点とピット
フォール」

14日（土） 大阪EBMセミナー ウェスティン大阪 松田浩珍先生：東京農工大 教授 「アトピー性皮膚炎の新たなる治療
展開ー高純度軟化水による皮膚バリ
ア修復ー」

21-22日 第28回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会 ホテルニューオータニ博多 会頭：津田眞五（大分県）

5月

12-13日 第24回日本アレルギー学会春季大会 大阪国際会議場 会長：片山一朗（大阪大皮膚科 教
授）
「臨床アレルギー学の新たな座標軸18日（金） 学術講演会 ヒルトン大阪 末木博彦先生：昭和大藤が丘病院皮膚科

教授
「テラビックによる皮膚障害〜現状と
その対策〜」

19日（土） 朝日生命ホール 主催：倉知貴志郎（市立豊中病院皮
膚科部長）

和歌山同時開催 主催：古川福実（和歌山医大皮膚科
教授）

24日（木） 炎症性皮膚疾患研究会 ヒルトン大阪 奥山隆平先生：信州大学皮膚科 教授 「乾癬：病態の解明と実際の治療」

27日（日） 第27回大阪乾癬患者友の会 学習懇談会&総会 大阪大学医学部学友会館 谷　守先生：大阪大学皮膚科 助教
辻　成佳先生：星ヶ丘厚生年金病院整形外
科

「標準的？乾癬治療」
「乾癬性関節炎ー診断と治療」

6月

1-3日 第111回日本皮膚科学会総会 国立京都国際会館 会頭：大塚藤男（筑波大皮膚科 教
授）

8日（金） 皮膚疾患Update ヒルトン大阪 椛島健治先生：京都大学皮膚科　准教授
佐山浩二先生：愛媛大学皮膚科 教授

「皮膚の免疫学Update」

第431回大阪地方会
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9日（土） 北摂皮膚科病診連携の会 千里阪急ホテル 矢上晶子先生：藤田保健衛生大皮膚科 准
教授

「日常診療に役立つOASの最新の
Topics-アレルゲンから生活指導ま
でー」

21日（木） 近畿ヘルペス感染症研究会 ANAクラウンプラザ 塩原哲夫先生：杏林大学皮膚科 教授 「ヘルペスウィルスと重症薬疹」

22日（金） 関西皮膚自己免疫疾患談話会 ホテルグランヴィア大阪 藤本　恒先生：川崎医大皮膚科 教授 「自己免疫性水疱症の治療における
IVIGとRituximab」

23日（土） 第16回ギンナン皮膚科談話会　※阪大同窓会の先生方の
み対象

リーガロイヤルNCB 山本俊幸先生：福島医大皮膚科 教授 「炎症性腸疾患の皮膚症状〜壊疽
性膿皮症を中心に〜」

29-30日 第28回皮膚悪性腫瘍学会 京王プラザホテル札幌 会長：山本有平（北海道大形成外科
教授）

7月

13-15日 第42回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会 軽井沢プリンスホテルウエスト 会長：横関博雄（東京医科歯科大皮
膚科 教授）

14-15日 第36回小児皮膚科学会 前橋テルサ 会頭：荒川浩一（群馬大小児科 教
授）

21日（土） 大阪皮膚疾患談話会 新阪急ホテル 佐山浩二先生：愛媛大学皮膚科 教授 「アトピー性皮膚炎の新たな病態と治
療」

22日（日） 第105回近畿皮膚科集談会（第432回大阪・第426
回京滋）

メルパルク京都 会頭：十一英子（国立病院京都医療
センター皮膚科 部長）

8月

11日（土） センターリサーチセミナー 堂島アバンザ 佐野栄紀先生：高知大学皮膚科 教授 「新しいループスモデルマウス」

18-19日 第30回日本美容皮膚科学会 ウェスティンナゴヤキャッスル 会頭：松永佳世子（藤田保健衛生大
皮膚科 教授）

9月

1-2日 第27回日本皮膚外科学会 岩手県民会館 会頭：高橋和宏（岩手医大皮膚科 教
授）

7-8日 第27回日本乾癬学会 朱鷺メッセ 会長：伊藤雅章（新潟大皮膚科 教
授）
「乾癬治療の新時代」15日（土） 第433回大阪地方会 朝日生命ホール 小林浩記念講演 主催：片山一朗（大阪大皮膚科 教
授）

19-22日 ESDR Venice, Italy

29-30日 第76回日本皮膚科学会東部支部 ロイトン札幌 会長：山下利春（札幌医大皮膚科 教
授）

10月

4日（木） 第7回大阪免疫・皮膚アンチエイジング研究会 グランビア大阪 中山樹一郎先生：福岡大学皮膚科 教授 「乾癬治療における抗TNFα 抗体製
剤のdrug survival」

6日（土） 第22回国際痒みシンポジウム ベルサール神保町 会長：遠山正彌（大阪大神経機能形
態講座 教授）

6-7日 水疱症研究会 ホテルニューキャッスル弘前 世話人：澤村大輔（弘前大皮膚科 教
授）
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6日（土） 第23回ODS（大阪Dermatology Seminar ） ホテル大阪ベイタワー 片山一朗 「加齢と皮膚のアレルギー：老人性ア
トピー性皮膚炎は存在するか？」

13-14日 第63回日本皮膚科学会中部支部 大阪国際会議場 会長：古川福実（和歌山医大皮膚科
教授）
「めざせ！鉄人の皮膚科学」

19日（金） なにわ皮膚腫瘍研究会 ホテルモントレ大阪 飯塚 一先生：旭川医科大学皮膚科 教授 「乾癬表皮における組織構築の変動
と角化異常の再評価」

20日（土） 天王山カンファレンス　　※関係者のみ 大阪大学

25日（木） 第5回関西皮膚科Biologics研究会 ヒルトン大阪 森田明理先生：名古屋市大 加齢・環境皮
膚科学教授

「乾癬治療のTight Control」

27-28日 第64回日本皮膚科学会西部支部 広島国際会議場 会長：秀 道広（広島大皮膚科 教授）
「医学における皮膚科学の役割」

11月

2日（金） 第9回中之島フットケアフォーラム 大阪新阪急ホテル 大脇　肇先生：大阪厚生年金病院リウマチ
科部長
笠山宗正先生：日生病院内分泌・代謝・糖
尿病内科 副院長

「関節リウマチの足部傷害と治療」

「糖尿病性末梢循環障害」

8日（木） PANDAK ブリーゼプラザ 宇理須厚雄先生：藤田保健衛生大 坂文種
報徳会病院・小児科教授

「食物アレルギー診療ガイドライン
2012のポイントと今後の課題」

17日（土） 第33回近畿アトピー性皮膚炎談話会 住友クラブ 山口公一先生：同愛記念病院小児科部長
片岡葉子先生：大阪府立呼吸器アレル
ギー医療センター皮膚科部長

17日（土） 第28回大阪乾癬患者友の会学習懇談会 日生病院講堂 医療講演1:中村敏明先生（なかむら皮フ
科）
医療講演2:小林照明先生（小林皮フ科クリ
ニック）

1:「診療所における乾癬の治療」
2:「光線治療なう」

29-12/1日 第62回日本アレルギー学会秋季大会 大阪国際会議場 会長：東田有智（近畿大呼吸器アレ
ルギー内科 教授）

12月

1日（土） ギンナン談話会　※阪大同窓会の先生方のみ対象 リーガロイヤルNCB 横関博雄先生：東京医科歯科大学皮膚科
教授

「汗に関する話題」

5-7日 第41回日本免疫学会 神戸国際会議場 会長：審良静男（大阪大学微生物病
研究所癌抑制遺伝子研究分野）

7-9日 第37回日本研究皮膚科学会 ロワジールホテル那覇

13日（木） 大阪スキンケア研究会 未定 未定 「糖尿病と痒み」

15日（土） 第434回大阪地方会 朝日生命ホール 教育講演 主催：森脇真一（大阪医大皮膚科 教
授）

http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20121006.pdf
http://www.cs-oto.com/cjda63/
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20121019.pdf
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20121025.pdf
http://www.cs-oto.com/wjda64/
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20121102.pdf
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20121108.pdf
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/pso/kai/soukai-28/20121117.html
http://jsa62.umin.jp/
http://www.jsi-men-eki.org/jsi41/
http://www.jsid.org/
http://www.cs-oto.com/jsid36/

