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日時 講演会 会場 演者 講演内容

1月

19日(土) 第9回大阪皮膚アレルギーネットワーク（ODAN） ANAクラウンプラザホテル大
阪

片山一朗先生（大阪大学皮膚科 教授）
照井　正先生（日本大学皮膚科 教授）

「アトピー性皮膚炎のステロイド外用療法」
「バリア病としてのアトピー性皮膚炎を考え
る」

25-26日 第36回皮膚脈管膠原病研究会 千里ライフサイエンスセン
ター

会頭：片山一朗（大阪大皮膚科 教授）

26日（土） アトピー性皮膚炎治療研究会第18回シンポジウム 宮城県建設産業会館 会頭：相場節也（東北大皮膚科 教授）

2月

1日（金） 大阪EBMネットワーク研究会 ウェスティンホテル大阪 海老澤元宏先生（国立病院 相模原病院臨床研究セ
ンターアレルギー性疾患研究部 部長）

「食物アレルギーの最新の対応」

1-2日 第31回日本臨床皮膚外科学会 台湾 大会長：高橋和宏（岩手医大皮膚科 教
授）

4日（月） Tuberous Sclerosis Complex Conference 大阪大学附属病院14階会議
室

大阪大学附属病院　皮膚科 金田眞理先生・小児科
沖永剛志先生・泌尿器科 中井康友先生・呼吸器内
科 井上幸治先生

ＴＳＣ：short lecture & Panel discussion

9日(土) 第435回大阪地方会 朝日生命ホール 25年度定例総会 主催：堀川達弥（西神戸医療センター皮膚
科 部長）

16-17日 第76回日本皮膚科学会東京支部 京王プラザホテル 会長：川名誠司（日本医大皮膚科 教授）

21日（木） Dermatology Kampo Seminar ANAクラウンプラザホテル大
阪

田宮久詩先生（大阪市立大学皮膚科 講師）
本間行彦先生（北海道大学 名誉教授）

「加齢皮膚医学における漢方療法〜老人
性乾皮症に対する当帰飲子の作用機序
解明の試み〜」
「漢方診療の現場から」

23日（土） 第28回近畿MMC研究会 リーガロイヤルホテル 宇谷厚志先生（長崎大皮膚科 教授）
尾崎承一先生（聖マリアンナ医大リウマチ・膠原病・
アレルギー内科 教授）

「強皮症の皮膚潰瘍治療」
「血管炎の最新の名称と定義ー
CHCC2012」

23日（土） テラビック学術講演会 ホテルニューオータニ大阪 鳥居秀嗣先生（社会保険中央総合病院皮膚科 部
長）
伊藤義人先生（京都府立医大消化器内科 准教授）
竹原徹郎先生（大阪大学消化器内科 教授）
熊田博光先生（虎の門病院 分院長）

「3剤併用療法による皮膚症状と対処法」

「C型肝炎慢性肝炎に対する3剤併用療法
〜1年間の成果」
「はじめてのHCV選択的抗ウイルス薬テラ
プレビルが臨床に与えたインパクト」
「プロテアーゼ阻害薬テラビックの更なる
治療成績向上を目指して〜虎の門病院
市販後の使用経験より〜」

3月

8日（金） 京阪神バイオメディクス研究会 ブリーゼプラザ 石井　優先生（大阪大学免疫学フロンティア研究セン
ター細胞動態学 教授）
渥美達也先生（北海道大 免疫・代謝内科学 教授）

「見て分かる、動く免疫細胞の世界：その
生理と病理」
「抗リン脂質抗体症候群の病態と臨床」

9日（土） 第9回大阪大学皮膚科臨床検討会    ※関係者のみ 梅田スカイビル　タワーウエ
スト

西山茂夫先生（北里大学名誉教授）
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23日（土） 第436回大阪地方会 朝日生命ホール 主催：古川福実（和歌山医大皮膚科 教
授）

23日（土） 第2回Crosstalk OSAKA 2013 ブリーゼプラザ

29日（金） 第4回大阪乾癬バイオフォーラム ヒルトン大阪 松田洋昌先生（近畿大学皮膚科）
東山真里先生（日生病院皮膚科 部長）
山本俊幸先生（福島県立医大皮膚科 教授）

「患者ニーズを考慮したアダリムマブによ
る治療について」
「乾癬に合併する疾患」
「関節症性乾癬〜病態と治療に関する最
近の話題〜」

30日（土） 第11回関西皮膚疾患懇話会 ホテルグランヴィア大阪 横関博雄先生（東京医科歯科大皮膚科 教授）
照井　正先生（日本大学皮膚科 教授）

「掌蹠に発症する難治性皮膚病変（掌蹠
膿疱症を含む）の病態と治療」
「掌蹠膿疱症に関する最近の話題：タバコ
とビタミンD3」

4月

6-7日 第29回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会 ウェスティンナゴヤキャッス
ル

会頭：田中隆義（タナカ皮膚科）

11日（木） 第9回皮膚免疫疾患研究会 ヒルトン大阪 尾藤利憲先生（神戸大学皮膚科 講師）
石井　健先生（大阪大学・免疫学フロンティア研究セ
ンターワクチン学、免疫感染制御学　教授）

「シクロスポリン間欠内服治療による慢性
光線性皮膚症の長期経過について」
「ワクチン、アジュバント開発研究の新展
開」20日（土） 第14回大阪皮膚疾患談話会 ホテルグランヴィア 江川清文先生（廣仁会 昭和皮膚科クリニック 院長） 「疣贅の病態と治療」

25日（木） 大阪乾癬治療講演会 ホテルモントレ大阪 鶴田大輔先生（大阪市大皮膚科 教授）

山中恵一先生（三重大学皮膚科 准教授）

「生物製剤を視野に入れた乾癬治療ー適
応症例と導入前後の注意点」
「乾癬治療における生物学的製剤の安全
性」26日（金） なにわ皮膚腫瘍研究会 AP大阪駅前　B2 APホール

Ⅱ
清原祥夫先生（静岡がんセンター皮膚科 部長） 「進行期皮膚悪性腫瘍の治療〜新規メラ

ノーマ治療薬の治験を含めて〜」
5月

11-12日 第25回日本アレルギー学会春季大会 パシフィコ横浜 会長：岩本逸夫（国保旭中央病院アレル
ギーリウマチセンター）

18日（土） 大阪 主催：山田秀和（近大奈良病院皮膚科 教
授）

和歌山 主催：古川福実（和歌山医大皮膚科 教
授）

24日（金） 皮膚疾患Update ヒルトン大阪 藤本　　学先生（金沢大学皮膚科 准教授）
鶴田大輔先生（大阪市大皮膚科　教授）

「皮膚筋炎の自己抗体UPDATE」
「類天疱瘡の基礎と臨床」

6月

1日（土） 第8回北摂皮膚科病診連携の会 千里阪急ホテル 江川清文先生（廣仁会 昭和皮膚科クリニック 院長） 「実践　疣贅治療」

6日（木） 第6回関西皮膚科Biologics研究会 ヒルトン大阪 西坂文章先生（近畿大整形外科　講師）

岡本祐之先生（関西医大皮膚科　教授）

「乾癬性関節炎に対する分子標的治療に
ついて」
「生物学的製剤による乾癬治療のすすめ」

14-16日 第112回日本皮膚科学会総会 パシフィコ横浜 会頭：川島 眞（東京女子医大皮膚科 教
授）

第437回大阪地方会
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20日（木） 第5回近畿ヘルペス感染症研究会 ホテルモントレ大阪 森　康子先生（神戸大微生物感染症学臨床ウイルス
学 教授）
岩月啓氏先生（岡山大皮膚科 教授）

「免疫不全状態におけるヘルペスウイルス
感染症」
「種痘様水疱症と蚊刺過敏症のEBウイル
ス感染リンパ球サブセットと予後を左右す
る再活性化シグナルについて」

21日（金） 第5回関西皮膚自己免疫疾患談話会 ホテルグランヴィア大阪 北島康雄先生（木沢記念病院 病院長、岐阜大名誉
教授）

「自己免疫水疱症発症機序と治療の実
際」

22日（土） ギンナン皮膚科談話会　※阪大同窓会の先生方のみ対象梅田スカイビル タワーウエス
ト

片桐一元先生（獨協医科大学越谷病院皮膚科 教
授）

「掻痒性皮膚疾患の病態と治療：アトピー
性皮膚炎、蕁麻疹、痒疹など」

7月

13-14日 第28回日本皮膚外科学会 ピアザ淡海 会長：田中俊宏（滋賀医大皮膚科 教授）

14-15日 第37回小児皮膚科学会 東京プリンスホテル 会頭：川名誠司（日本医大皮膚科 教授）

21日（日） 第106回近畿皮膚科集談会（第438回大阪・第431回京
滋）

大阪市立総合医療センター 堀田由浩先生（統合医療 希望クリニック院長）「OH
スケールに基づいた総合的褥瘡対策：理論と実践」

会頭：國行秀一（大阪市立総合医療セン
ター皮膚科 部長）

27日（土） アレルギー学術講演会 リーガロイヤルホテル 栗原和幸先生（神奈川県立こども医療センターアレ
ルギー科 部長）
片山一朗先生（大阪大学皮膚科 教授）

「食物アレルギーの新しい概念について」

「アトピー性皮膚炎でのヒスタミンの新たな
作用と抗ヒスタミン薬アドヒアランスの意
義」8月

9-10日 第29回皮膚悪性腫瘍学会 甲府富士屋ホテル 会長：島田眞路（山梨大皮膚科 教授）

10-11日 第31回日本美容皮膚科学会 神戸国際会議場 会頭：森脇真一（大阪医大皮膚科 教授）

9月

6-7日 第28回日本乾癬学会 東京ドームホテル 会長：中川秀己（東京慈恵医大皮膚科 教
授）

21-22日 第77回日本皮膚科学会東部支部 大宮ソニックシティー 会長：大槻マミ太郎（自治医大皮膚科 教
授）

10月

3-5日 第72回日本癌学会 パシフィコ横浜 中村祐輔（シカゴ大医学部）

6日（日） 第29回日本臨床皮膚科医会近畿ブロック ホテルグランヴィア和歌山

11日（金） 第11回なにわ皮膚腫瘍勉強会 AP梅田大阪

12日（土） 第439回大阪地方会 朝日生命ホール 主催：山西清文（兵庫医大皮膚科 教授）

17日（木） 第８回大阪免疫・皮膚アンチエイジング研究会 ホテルグランヴィア大阪 江畑俊哉先生（ちとふな皮膚科クリニック 院長） 「そう痒性疾患の眠りを考える」

19日（土） 天王山カンファレンス　　※関係者のみ

19-20日 第35回水疱症研究会 大分労働福祉会館 会頭：藤原作平（大分大皮膚科 教授）
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26日（土） 第23回国際痒みシンポジウム

31日（木） 第10回中之島フットケアフォーラム ANAクラウンプラザホテル大
阪

西田壽代先生（足のナースクリニック代表、日本トー
タルフットマネジメント協会 会長）
小川佳宏先生（リムズ徳島クリニック 院長）

「透析患者の足のアセスメントとケアの実
際」

「リンパ浮腫の診断と治療」11月

2-3日 第64回 日本皮膚科学会中部支部 名古屋国際会議場 会長：松永佳世子（藤田保健衛生大皮膚
科 教授）

9-10日 第65回 日本皮膚科学会西部支部 鹿児島県民交流センター 会長：金蔵拓郎（鹿児島大皮膚科 教授）

14日（木） 第7回関西P&Dアトピー性皮膚炎治療フォーラム（PANDAK）ブリーゼプラザ小ホール 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）

「TARCの登場とアトピー性皮膚炎治療の
ブレイクスルーー小児における意義と活
用」16-17日 第25回日本色素細胞学会学術大会（※阪大主催） 阪大銀杏会館 会頭：片山一朗（大阪大皮膚科 教授）

22日（金） Hot topics in dermatology ANAクラウンプラザホテル大
阪

中野　創先生（弘前大学皮膚科 教授）
久保宜明先生（徳島大ヘルスバイオサイエンス研究
部皮膚科学 教授）

「ポルフィリン症の病態と診断治療」
「皮膚腫瘍性病変の基礎と臨床〜乾癬で
の表皮肥厚との対比を含めて〜」

28-30日 第63回日本アレルギー学会秋季学術大会
ホテルニューオータニ

29-1日 第43回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会
ホテル日航金沢

会長：竹原和彦（金沢大皮膚科 教授）

12月

7日（土） 第440回大阪地方会 大阪科学技術センター 主催：浅田秀夫（奈良医大皮膚科 教授）

12日（木） 第9回大阪スキンケア研究会 グランヴィア大阪 田中あかね先生（東京農工大　比較動物医学　共同
先進健康科学　教授）
東　禹彦先生（東皮フ科医院 院長）

「水の硬度と石鹸の関係」

「爪のケア」
21日（土） ギンナン皮膚科談話会　※阪大同窓会の先生方のみ対象梅田スカイビル　タワーウエ

スト
錦織千佳子先生（神戸大皮膚科　教授） 「光アレルギー関連」
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