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日時

講演会

会場

演者

講演内容
1「乳幼児の楽しいアレルギー検査「これっ
てアレルギーですか？」ときかれたときに」
2「アトピー性皮フ炎における病診連携〜
開業医の立場から〜」
3「アトピー性皮膚炎は皮膚科専門医ネット
ワークで治したい—Osaka DermatoEczema Network構築のためのコンセンサ
ス—」
「全身性炎症としての乾癬」

1月
11日(土)

第10回大阪皮膚アレルギーネットワーク（ODAN）

住友クラブ

1 檜澤孝之先生（ひざわ皮膚科クリニック 院長）
2 中村敏明先生（医療法人亮友会なかむら皮フ科
理事長）
3 片岡葉子先生（府立呼吸器・アレルギー医療セン
ター皮フ科 部長）

23日（木）

第7回関西皮膚科Biologics研究会

リッツカールトン大阪

飯塚 一先生（旭川医大皮膚科 教授）

24-25日

第37回皮膚脈管膠原病研究会

東京医科歯科大学 M&Dタ
ワー

会長：横関博雄（東京医科歯科大皮膚科
教授）

2日（日）

アトピー性皮膚炎治療研究会第19回シンポジウム

広島大学医学部応仁会館

会頭：秀 道広（広島大皮膚科 教授）

8日（土）

第29回近畿MMC研究会

リーガロイヤルホテル ウエス 1 斎藤能彦先生（奈良医大第一内科 教授）
トウィング2階「山楽の間」
2 小林修三先生（湘南鎌倉総合 副院長 腎臓病総
合医療ｾﾝﾀｰ長）
3 石川 治先生（群馬大皮膚科 教授）

15日（土）

第441回大阪地方会

朝日生命ホール

15-16日

第77回日本皮膚科学会東京支部

東京国際フォーラム

1 トピックス「末梢循環障害—診療の最前
線—」
2 特別講演1「CKD・DMにおける下肢閉塞
性動脈硬化症〜早期発見と治療戦略」
3 特別講演2「膠原病及び類縁疾患—最
近の話題—」
主催：村田洋三（兵庫県立がんセンター皮
膚科 部長）
会長：照井 正（日本大皮膚科 教授）

7日（金）

第8回京阪神バイオメディックス研究会

ブリーゼプラザ

8日（土）

大阪大学皮膚科臨床検討会

13日（木）

第５回大阪乾癬バイオフォーラム

ヒルトン大阪４階「金閣の間」 多田弥生先生（帝京大学皮膚科 准教授）

「全身性疾患としての乾癬」

22日（土）

第3回Crosstalk OSAKA 2014

29日（土）

第442回大阪地方会

AP大阪駅前梅田 B1 Eルー
ム
朝日生命ホール

主催：川田 暁（近畿大皮膚科 教授）

3日（木）

第27回皮膚科糖尿病循環障害研究会

2月

26年度定例総会

3月
坂口志文先生（大阪大免疫学フロンティア研究セン
ター実験免疫学 教授）

「制御性T細胞による免疫応答制御」

※関係者のみ

4月
スイスホテル南海大阪7F「芙 東 幸仁先生（広島大学 原爆放射線医学研究所 ゲ 「我が国におけるPAD診療のトピックス：
蓉の間」
ノム障害医学研究センター再生医科学 教授）
PAD治療の最前線-運動療法、抗血小板
療法から血管再生治療まで-」

5日（土）

第12回関西皮膚疾患懇話会

ホテルグランヴィア大阪20F
「鳳凰の間」

1 加藤則人先生（京都府立医大皮膚科 教授）
2 片山一朗（大阪大学皮膚科 教授）

10日（木）

第10回皮膚免疫疾患談話会

18日（金）

第12回なにわ皮膚腫瘍研究会

26-27日

第30回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会

1「アトピー性皮膚炎の外用治療・アップ
デート」
2「皮膚でのステロイド産生系と炎症性皮
膚疾患での意義：あらたなHomeostatic
regulator」
ヒルトン大阪４階「金閣の間」 1 片山一朗（大阪大学皮膚科 教授）
1「尋常性白斑の新しい病因論とIL-17：ス
2 岩倉洋一郎先生（東京理科大実験動物学研究 教 テロイドから分子標的薬へ」
授）
2「自己免疫、および感染防御に於けるIL17の役割」
AP大阪駅前B2F APホール 小川和彦先生（大阪大学放射線治療学 教授）
「皮膚悪性腫瘍に対する放射線治療」
Ⅱ
パシフィコ横浜会議センター
会頭：栗原誠一（湘南皮膚科）

9-11日

第26回日本アレルギー学会春季大会

国立京都会館

会長：眞弓光文（福井大学）

16日（金）

第9回皮膚疾患Update

ヒルトン大阪4階「金閣の間」 1 平川聡史先生（浜松医大皮膚科 准教授）
2 青山裕美先生（岡山大皮膚科 准教授）

17日（土）

第9回北摂皮膚科病診連携の会

千里阪急ホテル 仙寿の間

1「ありふれた皮膚病：血管透過性との関
わり」
2「天疱瘡治療：基本のステロイド治療から
リツキサンまでーリスク＆ベネフィットを考
慮した疾患マネージメント」
「臨床医に必要な光線過敏症の知識〜診
断から患者ケアまで〜」

23-24日

第32回日本臨床皮膚外科学会

函館

24日（土）

第443回大阪地方会

大阪

5月

森脇真一先生（大阪医科大学皮膚科 教授）

和歌山
30-6/1日

第113回日本皮膚科学会総会

5日（木）

第6回近畿ヘルペス感染症研究会

国立京都国際会館

主催：田所丈嗣（国立病院大阪医療セン
ター皮膚科 部長）
主催：古川福実（和歌山医大皮膚科 教
授）
会頭：岩月啓氏（岡山大皮膚科 教授）

6月

22日（日）

ウェスティンホテル大阪2F
「オリアーナ」
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 2F「淀の 神戸直智先生（千葉大皮膚科 準教授）
間」
大阪乾癬患者友の会１５周年記念学習会
大阪大学銀杏会館

27日（金）

第6回関西皮膚自己免疫疾患談話会

28日（土）

第15回大阪皮膚疾患談話会

4-5日

第30回皮膚悪性腫瘍学会

5-6日

第38回小児皮膚科学会

21日（土）

「蕁麻疹とは何か？-クリオピリン関連周期
性症候群から見えてきたもの-」

ホテルグランヴィア大阪 20F 1 大日輝記先生（京都大学皮膚科 講師）
「名庭の間」
2 西江 渉先生（北海道大皮膚科 講師）
大阪新阪急ホテル2F 花の 鶴田大輔先生（大阪市立大学皮膚科 教授）
間

1「生体防御の階層と皮膚疾患」
2「水疱性類天疱瘡：最近の知見」
「種々の脱毛治療において何を選ぶの
か？」

学術総合センター（千代田
区）
セルリアンタワー東急ホテル

会長：山崎真也（国立がん研究センター中
央病院皮膚腫瘍科 科長）
会頭：向井秀樹（東邦大学医療センター大
橋病院 皮膚科）

7月

12-13日

第32回日本美容皮膚科学会

13日（日）

第107回近畿皮膚科集談会

19日（土）

2014乾癬学術フォーラムin 大阪

帝国ホテル大阪5F八重の間 1 東山真里先生（日生病院皮膚科 部長）
2 根本 治先生（札幌皮膚科クリニック 院長）

24日（木）

皮膚科学術講演会

リッツカールトン大阪4F

21日（木）

発売記念講演会

23日（土）

第6回センターリサーチセミナー

28日（木）

乾癬治療病診連携の会

ホテル阪急インターナショナ 1 谷口裕子先生（九段坂病院皮膚科 部長）
1「疥癬治療薬スミスリンローションの展望
ル4F 紫苑
2 石井則久先生（国立感染研究所ハンセン病研究 〜ペルメトリンクリームの使用成績から考
センター センター長）
える〜」
2「新たな疥癬治療の夜明け」
堂島アバンザ14F協和発酵 山本俊幸先生（福島県立医科大学皮膚科 教授）
「創傷治癒遅延モデルの作成と、臨床応
キリン会議室
用に向けた試み」
ホテルグランヴィア大阪20F 一般 林美沙先生（大阪大学皮膚科 特任助教）
「当院での関節症性乾癬に対する超音波
特別 谷 守先生（大阪大学皮膚科 助教）
検査」
「北摂エリアにおける乾癬治療の標準化に
向けて〜どのような患者に生物学的製剤
を使用するか〜」

6-7日

第10回加齢皮膚医学研究会

ホテルグランテラス富山

清水忠道（富山大学皮膚科 教授）

11日（木）

第8回関西皮膚科Biologics研究会

「関節症性乾癬の今日的な考え方と展望」

13-14日

第29回日本皮膚外科学会

19-20日

第29回日本乾癬学会

24-25日

第73回日本癌学会

ヒルトン大阪４階「金閣華の 山本俊幸先生（福島県立医大皮膚科 教授）
間」
和歌山マリーナシティロイヤ
ルパインズホテル
高知市文化プラザ かるぽー
と
パシフィコ横浜

2日（木）

第9回大阪免疫・皮膚アンチエイジング研究会

川合眞一先生（東邦大学内科学膠原病学 教授）

4-5日

第78回日本皮膚科学会東部支部

ホテルグランヴィア大阪20F
「鶴寿」の間
ホテル青森

「ステロイドの使い方〜その歴史から最近
の話題まで〜」
会長：澤村大輔（弘前大皮膚科 教授）

4日（土）

第445回大阪地方会

朝日生命ホール

第21回小林浩記念講演 三森経世先生（京都大学 主催：鶴田大輔（大阪市大皮膚科 教授）
臨床免疫学 教授）「膠原病と自己抗体-間質性肺炎
合併皮膚筋炎における自己抗体の意義」

10日（金）

第13回なにわ皮膚腫瘍勉強会

11日（土）

発売記念講演会

AP大阪駅前B2F APホール
Ⅱ
帝国ホテル大阪3F「鶴の間」 1 樽谷勝仁先生（近畿中央病院皮膚科 部長）
2 戸倉新樹先生（浜松医科大学皮膚科 教授）

東京ベイ舞浜ホテルクラブリ
ゾート
オーバルホール

1 室田浩之先生（大阪大学皮膚科 准教授）
2 高森建二先生（順天堂大皮膚科 特任教授）

会頭：須賀 康（順天堂大浦安病院皮膚科
教授）
会頭：中川浩一（済生会富田林病院皮膚
科 部長）
1「外用療法は乾癬治療の第一歩〜なれ
ど、トータルケアも重要〜」
2「乾癬治療の将来 外用療法の位置づ
け」
1「アトピー性皮膚炎の痒みと向き合う：そ
のメカニズムと対策」
2「内科疾患における皮膚掻痒」

8月

9月

会頭：山本有紀（和歌山医大皮膚科）
会長：佐野栄紀（高知大皮膚科 教授）
会長：野田哲生（がん研究所 所長）

10月

1「乾癬治療における外用療法の位置づ
け」
2「乾癬治療におけるビタミンD3とステロイ
ド配合剤を考える」

16日（木）
17日（金）

第8回関西P&Dアトピー性皮膚炎治療フォーラム
(PANDAK)
Psoriasis Skill Up Meeting

18-19日

第36回水疱症研究会

19日（日）

日本臨床皮膚科医会近畿ブロック

25-26日

第65回 日本皮膚科学会中部支部

30日（木）

北摂乾癬研究会

30日（木）

第11回中之島フットケアフォーラム

1日（土）

第1回関西若手皮膚科医の集い

6日（木）

Hot Topics in Dermatology

8-9日

第66回 日本皮膚科学会西部支部

15日（土）

第35回近畿アトピー性皮膚炎談話会

21-23日

第44回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会

4日（木）

第10回大阪スキンケア研究会

梅田ブリーゼプラザ小ホール 福冨友馬先生（国立病院相模原病院臨床研究セン
ター 診断・治療薬開発研究室長）
ウェスティンホテル大阪4F
佐野栄紀先生（高知大学皮膚科 教授）
「霞の間」
ステーションコンファレンス万
世橋

「花粉アレルギーと口腔アレルギー症候
群」
「マウスモデルから見たPsAの病態」

コングレコンベンションセン
ター
ヒルトン大阪４階「赤真珠の
間」
ANAクラウンプラザホテル大
阪4階 平安北

会長：岡本祐之（関西医大皮膚科 教授）
1 梅澤慶紀先生（東京慈恵医大皮膚科 准教授）
2 奥山隆平先生（信州大皮膚科 教授）
1 楊 伶俐先生（大阪大学皮膚科 特任研究員）
2 泉 有紀先生（国立病院京都医療センター・WHO
糖尿病協力センター米国足病医）

11月
大阪大学銀杏会館3階三和
銀行ホール
ANAクラウンプラザホテル大 1 土肥孝彰先生（マルホ株式会社 研究部）
阪5階 ガーデンルーム
2 長谷川 稔先生（福井大学皮膚科 教授）
3 中村元信先生（産業医科大学皮膚科 教授）
アルファあなぶきホール（香
川県県民ホール）
住友クラブ
水谷 仁先生（三重大学皮膚科 教授）
仙台国際センター

会頭：池田志斈（順天堂大皮膚科 教授）

1「アルゴリズムに基づいた乾癬治療選
択」
2「日々の乾癬診療の実際と新しい展開」
1「潰瘍を伴う網状皮斑の病態：温度と末
梢循環障害」
2「フット・バイオメカニクスと糖尿病足病
変」

1「基礎研究からみたヒルドイドの保湿作
用メカニズムと安全性」
2「皮膚症状から見えてくる膠原病診療」
3「さまざまな脱毛症ーアトピー性皮膚炎と
の合併例も含めー」
会長：窪田泰夫（香川大皮膚科 教授）
「アトピー性皮膚炎診療：理論と治療への
私考」
会長：相場節也（東北大皮膚科 教授）

12月
ヒルトン大阪４階「金閣の間」 1 橋本 淳先生（大阪南医療センター免疫疾患セン
ター 部長）
2 西岡 清先生（東京医科歯科大学 名誉教授）
教育講演 尹 浩信先生（熊本大学皮膚科 教授）
「皮膚疾患と先進医療」
ホテル阪急エキスポパーク

1「RAフットキュア〜ケアからキュアへ〜」

ハービスプラザ5F 貸会議室 1 谷 守先生（大阪大学皮膚科 助教）
2 東山真里先生（日生病院皮膚科 部長）
3 西 愼一先生（神戸大学腎臓内科 教授）

1「乾癬患者に対するネオーラル治療中の
腫瘍発生に関する留意」
2「乾癬におけるネオーラル療法によるB型
肝炎の再活性化-投与前スクリーニングと
治療」
3「ネオーラルの腎障害発症機序と予防」
「私の経験した水疱症」

6日（土）

第446回大阪地方会

12-14日

第39回日本研究皮膚科学会

18日（木）

ネオーラルの適正使用と副作用マネジメントを考える
会

20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
ガーデンシティクラブ大阪「オ 藤原作平先生（大分大皮膚科 教授）
リオン」

2「アトピー性皮膚炎・拾い話」
主催：立花隆夫（大阪赤十字病院皮膚科
部長）
会頭：片山一朗（大阪大皮膚科 教授）

