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日時 講演会 会場 演者 講演内容

1月

10日(土) 第11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
3F「万葉東」

1　室田浩之先生（大阪大学皮膚科 准教授）
2　石氏陽三先生（東京慈恵会医大皮膚科 助教）

1「アトピー性皮膚炎の痒み：そのメカニズ
ムと対策」
2「かゆがる脳」

24日（土） Psoriasis Symposium In Osaka 帝国ホテル大阪 3階鶴の間 1　東山真里先生（日生病院皮膚科 部長）
2　佐伯秀久先生（日本医科大学皮膚科 教授）

1「乾癬治療のKey-病診連携の重要性」
2「乾癬治療におけるウステキヌマブの位
置付け」

23-24日 第38回皮膚脈管膠原病研究会 三田ホール 会長：佐々木哲雄（国際医療福祉大学熱
海病院皮膚科 教授）

2月

5日（木） 2015乾癬学術フォーラムin大阪 帝国ホテル 1　多田弥生先生（帝京大学皮膚科 准教授）
2　飯塚　一先生（札幌乾癬研究所所長）

1「生物学的製剤の特性と外用療法を考え
る」
2「乾癬治療のピラミッド計画〜生物学的
製剤の時代におけるビタミンD3製剤の位
置づけ〜」

7日（土） 第447回大阪地方会 朝日生命ホール 27年度定例総会 主催：岡本祐之（関西医大皮膚科 教授）

14日（土） アトピー性皮膚炎治療研究会第20回シンポジウム 鳥羽国際ホテル 会頭：水谷 仁（三重大学皮膚科 教授）

14日（土） 第30回近畿MMC研究会 リーガロイヤルホテル2F「山
楽の間」

1　吉野秀朗先生（杏林大学循環器内科 教授）
2　羽田勝計先生（旭川医科大学病態代謝内科 教
授）

1「東京都で実施されているCCU大動脈
ネットワークについて」
2「腎症の克服を目指した糖尿病治療戦
略」15日（日） 第5回日本皮膚科心身医学会 鳥羽国際ホテル 会頭：水谷 仁（三重大学皮膚科 教授）

21-22日 第78回日本皮膚科学会東京支部 京王プラザホテル 会長：横関博雄（東京医科歯科大学皮膚
科 教授）

3月

5日（木） 第6回大阪乾癬バイオフォーラム ヒルトン大阪4F「金閣の間」 大槻マミ太郎先生（自治医科大学皮膚科 教授） 「-バイオ創世記から割拠の時代へ-TNF
α 阻害薬はファーストラインであり続ける
か」6日（金） 第1回大阪皮膚外用療法研究会 ホテルモントレ大阪 水谷 仁先生（三重大学皮膚科 教授） 「使えるトコレチネート外用薬：使い方“あ
れこれ”」

7日（土） 大阪大学皮膚科臨床検討会    ※関係者のみ

13日（金） 第10回皮膚疾患Update ヒルトン大阪4F「金閣の間」 1 濱口儒人先生（金沢大学皮膚科 准教授）
2 鈴木民夫先生（山形大学皮膚科 教授）

1「膠原病Update:自己抗体にまつわる最
近の話題」
2「皮膚色に関わる最近の話題」

13日（金） 第9回京阪神バイオメディックス研究会 ブリーゼプラザ 1　吉崎和幸先生（大阪大学工学研究科免疫医科学
特任教授）
2　山本一彦先生（東京大学内科学専攻アレルギー・
リウマチ学 教授）

1「関節リウマチの治療前に効果が予測で
きるマーカーの特定」
2「関節リウマチのゲノム解析から病態の
理解へ」

26日（木） 第212回大阪皮膚科症例検討会 天王寺都ホテル5階「信貴の
間」

夏秋　優先生（兵庫医大皮膚科 准教授） 「虫による皮膚疾患-トコジラミ刺症、マダ
ニ刺症、疥癬-」
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26日（木） クレナフィン発売記念講演会 ANAクラウンプラザホテル大
阪
3F「万葉東」

教育講演：東　禹彦先生（東皮フ科医院 院長）
特別講演：渡辺晋一先生（帝京大学皮膚科 教授）

教育「表在性真菌症の診断と治療〜誤
診、誤療をしないために〜」
特別「爪白癬治療の進歩〜初めての爪白
癬外用治療剤〜」

27-28日 第33回日本臨床皮膚外科学会 シェラトングランデ東京ベイ 会長：山本直人（新東京病院形成外科 部
長）

28日（土） 第448回大阪地方会 大阪科学技術センター 主催：錦織千佳子（神戸大学皮膚科 教
授）

4月

9日（木） 第11回皮膚免疫疾患談話会 インターコンチネンタルホテ
ル大阪2F HINOKI

1 常深祐一郎先生（東京女子医大皮膚科 准教授）
2 出原賢治先生（佐賀大学 分子医化学 教授）

1「アトピー性皮膚炎にはカルシニューリン
インヒビターを」
2「細胞外マトリックスタンパク質ペリオスチ
ンによる皮膚炎症の発症機序」

11日（土） 大阪ヘルペス・皮膚感染症研究会 シェラトン都ホテル大阪4F
大和の間

浅田秀夫先生（奈良医大皮膚科 教授） 「カポジ水痘様発疹症の治療と課題」

17日（金） 第14回なにわ皮膚腫瘍勉強会 AP大阪駅前 地下2F「AP
ホールⅡ」

近藤俊輔先生（国立がん研究センター中央病院先端
医療科・希少がんセンター）

「悪性黒色腫に対する腫瘍内科医の役
割」

18日（土） 第13回関西皮膚疾患懇話会 リーガロイヤルホテルウエス
トウイング2F山楽

1　鶴田大輔先生（大阪市立大学皮膚科 教授）
2　森脇真一先生（大阪医大皮膚科 教授）

1「皮膚科におけるIL-17抑制治療の可能
性」
2「QOLを考慮した乾癬の治療戦略」23日（木） 第28回皮膚科糖尿病循環障害研究会 スイスホテル南海大阪7F「芙

蓉の間」
細川豊史先生（京都府立医大疼痛・緩和医療学 教
授）

「知ってほしい痛みの話　ー神経障害性疼
痛治療を中心に」

30日（木） 第9回関西皮膚科Biologics研究会 ヒルトン大阪4F「金閣の間」 1　鶴田大輔先生（大阪市立大学皮膚科 教授）
2　古川福実先生（和歌山医大皮膚科 教授）

1「乾癬治療におけるBiologiceの位置づけ
と選択」
2「紀州皮膚科Bio紹介」

5月

16日（土） 第10回北摂皮膚科病診連携の会 千里阪急ホテル西館2F「仙
寿の間」

講演
1　樽谷勝仁先生（近畿中央病院皮膚科 部長）
2　谷　守　先生（大阪大学皮膚科 助教）
特別講演
清島真理子先生（岐阜大皮膚科 教授）

1「公立学校共済組合 近畿中央病院のご
紹介」
2「大阪大学医学部附属病院に御紹介い
ただいた症例について」
特別「ウイルス発疹症：単純疱疹とパルボ
ウイルスB19感染症」

16日（土） 第4回光皮膚科学研究会 新大阪ワシントンホテルプラ
ザ

会頭：森脇真一（大阪医大皮膚科 教授）

21日（木） 第213回大阪皮膚科症例検討会

大阪　大阪科学技術センター 主催：加藤敦子（大阪回生病院皮膚科 部
長）

和歌山 主催：古川福実（和歌山医大皮膚科 教
授）

23日（土） Psoriasis & IL-17 A Forum in 大阪 ヒルトン大阪4F 金山華の間 1　東山真里先生（日生病院皮膚科 部長）
2　戸倉新樹先生（浜松医科大学皮膚科 教授）

1「乾癬治療新時代ー患者のQOL向上を
めざして」
2「Th17をめぐる乾癬の病態と治療」

26-28日 第64回日本アレルギー学会 グランドプリンスホテル新高
輪

会長：斎藤博久（国立成育医療研究セン
ター）

29-31日 第114回日本皮膚科学会総会 パシフィコ横浜 会頭：古川福実（和歌山県立医大皮膚科
教授）

6月

第449回大阪地方会23日（土）
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6日（土） Chugai Melanoma Symposium in KANSAI ホテルグランヴィア大阪20F
鶴寿

宇原　久先生（信州大皮膚科 准教授） 「メラノーマの分子標的薬治療 Up-to-
date」

6日（土） 第16回大阪皮膚疾患談話会 大阪新阪急ホテル2F花の間 森田栄伸先生（島根大皮膚科 教授） 「食物アレルギーの最近の知見」

20-21日 第31回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会 オホーツク・文化交流セン
ター

会頭：川嶋利端（網走皮膚科クリニック）

21日（日） 第42回皮膚かたち研究学会 石垣記念ホール 会長：藤本　亘（川崎医大皮膚科 教授）

25日（木） クラシエ大阪漢方セミナー 大阪新阪急ホテル2F花の間 1　田中まり先生（大阪大学医学部皮膚科 特任研究
員）
2　野本真由美先生（野本真由美スキンケアクリニッ
ク 院長）

1「日々の外来でのもう一手〜1勤務医とし
て漢方を使っていて〜」
2「美容皮膚科に生きる漢方〜BPO含有製
剤と漢方薬」

26日（金） 第7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20F
「名庭の間」

阿部理一郎先生（北海道大学皮膚科 准教授） 「重症薬疹の最近の話題」

27日（土） 第22回ギンナン皮膚科談話会 ガーデンシティクラブ大阪「オ
リオン」

山西清文先生（兵庫医科大学皮膚科 教授） 「アトピー性皮膚炎-beyond the barrier-」

7月

3-4日 第31回皮膚悪性腫瘍学会 大阪国際会議場 会長：岡本祐之（関西医大皮膚科 教授）

11日（土） Psoriasis Expert Meeting in OSAKA ヴィアーレ大阪5階 アルト

12日（日） 第108回近畿皮膚科集談会 メルパルク京都 会頭：池田佳弘（京都第二赤十字病院皮
膚科 部長）

18-19日 第39回小児皮膚科学会 かごしま県民交流センター 会頭：武井修治（鹿児島大学保健学科・小
児診療センター 教授）

25-26日 第33回日本美容皮膚学会総会 大阪国際会議場 会頭：川田　暁（近畿大学医学部皮膚科
教授）

8月

1日（土） 第30回角化症研究会 経団連会館 事務局：順天堂大浦安病院皮膚科

23日（日） 第7回センターリサーチセミナー 堂島アバンザ14F 浅田秀夫先生（奈良医大皮膚科 教授） 「薬物アレルギーとウイルス-TARCの役割
を中心に-」

29日（土） BPO発売記念講演会 帝国ホテル大阪5F八重の間 1　山崎研志先生（東北大皮膚科 准教授）
2　林　伸和先生（虎の門病院皮膚科 部長）

1「酒さの治療の展望・工夫」
2「ざ瘡治療におけるBPOの位置づけ」

9月

4-5日 第30回日本乾癬学会 ウェスティンナゴヤキャッス
ル

会長：森田明理（名古屋市立大学皮膚科
教授）

17日（木） 第214回大阪皮膚科症例検討会

26-27日 第37回水疱症研究会 会頭：山本俊幸（福島県立医大皮膚科 教
授）

27-29日 第8回国際痒み学会 奈良県新公会堂 会頭：片山一朗（大阪大学皮膚科 教授）

10月

3日（土） 第451回大阪地方会 朝日生命ホール 主催：片山一朗（大阪大学皮膚科 教授）

http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20150606-2.pdf
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20150606.pdf
http://conv-s.com/jocd31/
http://sssr42.umin.jp/index.html
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20150625.pdf
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20150626.pdf
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20150627.pdf
http://www.jscs31.jp/
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20150711.pdf
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/hifu/108kinki/index.html
http://css-kyushu.jp/jspd39/
http://keratin.jp/forum.html
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20150823.pdf
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20150829.pdf
http://www.cs-oto.com/jspr30/greeting.html
http://itchnara.jp/index.html
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/hifu/hifu.html


3日（土） Psoriasis Interactive Meeting ヴィアーレ大阪2Fクリスタル
ルーム

梅澤慶紀先生（東京慈恵会医大皮膚科 准教授） 「アルゴリズムに基づいた乾癬治療」

8-10日 第74回日本癌学会 名古屋国際会議場 会長：直江知樹（国立病院機構名古屋医
療センター）

10-11日 第30回日本皮膚外科学会 兵庫医大 会長：伊藤孝明（兵庫医大皮膚科）

17-18日 第67回日本皮膚科学会西部支部

22日（木） 第11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20F
鶴寿

奥山隆平先生（信州大学皮膚科 教授） 「乾癬の適切な診断と治療ーQOL向上の
ためにー」

23日（金） Hot Topics in Dermatology ANAクラウンプラザホテル大
阪
5Fガーデンルーム

浅野善英先生（東京大学皮膚科 講師）

宇谷厚志先生（長崎大皮膚科 教授）

「強皮症治療におけるボセンタンの新たな
可能性」
「新たな難病指定を受けた真皮細胞外マト
リックスの疾患」

24日（土） 第2回関西若手皮膚科医の集い 京都大学 楽友会館

31-11/1日 第66回日本皮膚科学会中部支部 神戸国際会議場 会長：錦織千佳子（神戸大学皮膚科 教
授）

11月

5日（木） 第11回大阪スキンケア研究会 ヒルトン大阪4F「金閣の間」 荒瀬規子先生（大阪大学皮膚科）
平垣美栄子先生（一般社団法人自然療法機構 代
表）
山本有紀先生（和歌山医大皮膚科 准教授）

「一般病院における手湿疹患者の背景因
子とバリア機能の解析」
「肌に対するハーブ活用法」
「ざ瘡治療の展望」

6日（金） 第12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 4F　平安北

高山かおる先生（埼玉県済生会川口総合病院 皮膚
科主任部長、東京医科歯科大皮膚科 特任講師）
金澤成行先生（順天堂大形成外科）

「フットケアの分野で果たすべき皮膚科医
の役割」
「皮膚潰瘍をいかにして早く治すか」

6日（金） 第15回なにわ皮膚腫瘍勉強会 AP大阪駅前 地下2F「AP
ホールⅡ」

病理アドバイザー：真鍋俊明先生（滋賀県立成人病
センター研究所 総長）

12日（木） 第9回関西P&Dアトピー性皮膚炎治療フォーラム BREEZE PLAZA小ホール 楠　隆　先生（滋賀県立小児保健医療センター小児
科主任部長）
佐山浩二先生（愛媛大皮膚科 教授）

「アトピー性皮膚炎診療における小児アレ
ルギーエデュケーターとの連携について」
「皮膚細菌叢とアレルギーについて」

14-15日 第26回日本色素細胞学会 札幌医科大学講堂 会頭：山下利春（札幌医大皮膚科 教授）

20-22日 第45回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会
島根県民会館

会長：森田栄伸（島根大学皮膚科 教授）

26日（木） 第215回大阪皮膚科症例検討会

26日（木） 第10回関西皮膚科Biologics研究会 ヒルトン大阪4F「金閣華の
間」

西本憲弘先生（大阪リウマチ・膠原病クリニック院
長）
佐野栄紀先生（高知大学皮膚科 教授）

「バイオ医薬品の過去・現在・未来」
「バイオ時代の乾癬治療」

28日（土） 第36回近畿アトピー性皮膚炎談話会 住友クラブ 大嶋勇成先生（福井大学医学部小児科 教授）
室田浩之先生（大阪大学皮膚科 教授）

「小児アトピー性皮膚炎の病態から治療を
考える」
「思春期以降のアトピー性皮膚炎」

12月

5日（土） 第452回大阪地方会 大阪科学技術センター 主催：是枝　哲（天理よろづ相談所病院皮
膚科 部長）

11-13日 第40回日本研究皮膚科学会 岡山コンベンションセンター 会頭：岩月啓氏（岡山大学皮膚科 教授）
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19日（土） 第23回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
リオン」

古川福実先生（和歌山医大皮膚科 教授） 「Derma dream 2015 in Gin-nan-kai」

http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20151219.pdf
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20151219.pdf

