
2016.12.13update 平成28(2016)年版

日時 講演会 会場 演者 講演内容

1月

9日(土) 第12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
5F「ガーデンルーム」

1　伊藤浩明先生（あいち小児保健医療総合センター
副センター長）
2　岸川禮子先生（国立病院機構福岡病院アレル
ギー科 医長）

1「子どもの食物アレルギー —診断と食事
指導—」
2「花粉抗原とアレルギー疾患」

14日（木） クラシエ大阪漢方セミナー 大阪新阪急ホテル　紫の間 1　荘園ヘキ子先生（第二協立病院産婦人科 部長）
2　許　郁江先生（ほう皮フ科クリニック 院長）
3　小川　令先生（日本医科大学形成外科 教授）

1「柴苓湯の肥厚性瘢痕形成に対する薬
理作用の検討ーTGF-βシグナルを介した
メカニズム−」
2「ざ瘡瘢痕に対する漢方療法の臨床的検
討」
3「ケロイド・肥厚性瘢痕は完治する！ー発
症機序から、柴苓湯を含めた最新治療ま
でー」22-23日 第39回皮膚脈管膠原病研究会 高知市文化プラザかるぽー

と
会長：佐野栄紀（高知大学皮膚科 教授）

2月

4日（木） 第1回大阪皮膚真菌フォーラム ANAクラウンプラザ大阪3F
「万葉東の間」

教育講演：田邉　洋先生（済生会野江病院皮膚科 部
長）
特別講演：西本勝太郎先生（長崎掖済会病院皮膚
科 顧問）

教育：「皮膚科臨床医がする真菌培養」
特別：「皮膚真菌症をどうみるか」

6日（土） 第453回大阪地方会 大阪医科大学臨床第一講堂 28年度定例総会 主催：森脇真一（大阪医大皮膚科 教授）

12日（金） Immuno-Checkpoint Blockade Seminar in Osaka ホテルグランヴィア大阪20F
「鳳凰」

岩月啓氏先生（岡山大学皮膚科 教授） 「メラノーマ治療の新時代を考える」

13日（土） 第31回近畿MMC研究会 リーガロイヤルホテル ウエス
トウィング2F「山楽の間」

1　森崎隆幸先生（国立循環器病研究センター臨床
遺伝科 部長）
2　的場聖明先生（京都府立医科大学循環器内科学
教授）

1「血管病の遺伝子解析と診断」

2「末梢血管疾患に対する再生医療の基
礎と臨床」

20-21日 第79回日本皮膚科学会東京・東部支部 京王プラザホテル 会長：坪井良治（東京医科大皮膚科 教
授）
会長：鈴木民夫（山形大皮膚科 教授）27-28日 アトピー性皮膚炎治療研究会第21回シンポジウム 大宮ソニックシティ 会頭：片桐一元（獨協医大越谷病院皮膚
科 ）

3月

3日（木） 第2回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

ガーデンシティクラブ大阪6F
「オリオン」

1 東山真里先生（日生病院皮膚科 部長）
2 小西啓介先生（京都市立病院皮膚科・形成外科
部長）
3 後藤憲彦先生（名古屋第二日赤病院第一移植外
科 副部長）

1「シクロスポリン投与中におけるHBVの再
活性化ー投与前と投与中に留意すること
—」
2「長期使用例の副作用マネジメント及び
生物学製剤への移行における問題点」
3「乾癬治療でネオーラルを使用する時に
注意すべきポイント（腎移植での経験か5-6日 第34回日本臨床皮膚外科学会 ホテル阪急エキスポパーク 会長：爲政大幾（大阪医療センター皮膚科
部長）

10日（木） 第7回大阪乾癬バイオフォーラム ヒルトン大阪4F「金閣の間」 1 久松理一先生（杏林大第三内科 教授）
2 佐野栄紀先生（高知大皮膚科 教授）

1「炎症性腸疾患の病態と抗TNFα抗体製
剤の有効性」
2「PsAをめぐる最新の話題」
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24日（木） 第2回大阪皮膚外用療法研究会 ホテルモントレ大阪14階「浪
鳴館」

塩原哲夫先生（杏林大皮膚科 教授） 「発汗を考えると外用療法が変わってくる」

24日（木） 216回大阪皮膚科症例検討会 天王寺都ホテル5F「信貴の
間」

高倉俊二先生（京都大附属病院検査部・感染制御
部 准教授）

「感染症の皮膚・軟組織」

26日（土） 第454回大阪地方会 朝日生命ホール 皮膚科指導医講習会 開催 主催：古川福実（和歌山医大皮膚科 教
授）

31日（木） Expert Roundtable Meeting in Osaka -Cosentyx 1st
Anniersary-

ヒルトン大阪4F「金閣の間」 1 國行秀一先生（大阪市立総合医療センター皮膚科
部長）
2 東山真里先生（日生病院皮膚科 部長）
特別講演：Prof. Diamant Thaci（Comprehensive
Center for Inflammation Medicine, University
Luebeck, Germany）

1「尋常性乾癬に対するコセンティクスの使
用症例について」
2「長期ネオーラル投与中の尋常性乾癬患
者におけるコセンティクスへの切り替えに
ついて」
特別「The New Generation of Psoriasis
Treatments -Assessing the new
evidences of the IL-17A mAbs-」

4月

2日（土） 大阪大学皮膚科臨床検討会　※関係者のみ

9日（土） 第14回関西皮膚疾患懇話会 グランヴィア大阪20F「鳳凰」 1 室田浩之先生（大阪大学皮膚科 准教授）
2 椛島健治先生（京都大学皮膚科 教授）

1「アトピー性皮膚炎症例に学ぶ難治化の
要因とその対策」
2「アトピー性皮膚炎の発症機序のupdate
と新たな治療戦略」

14日（木） 第12回皮膚免疫疾患研究会 インターコンチネンタルホテ
ル大阪2階「HINOKI」

1 山中恵一先生（三重大学皮膚科 准教授）
2 安友康二先生（徳島大生体防御医学 教授）

1「乾癬におけるトータルマネージメントの
重要性とサイトカインの役割」
2「ゲノム解析から紐解く自己炎症病態」

23-24日 第32回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会 岡山コンベンションセンター 会長：佐藤淳

5月

12日（木） 「ルコナック®爪外用液5%」発売記念講演会 ヒルトン大阪4F「金の間」 1 望月 隆先生（金沢医科大学皮膚科 教授）
2 清　佳浩先生（帝京大附属溝口病院皮膚科 教授）

1「皮膚真菌症の診断と新展開」
2「爪白癬の外用療法」

14日（土） 第11回北摂皮膚科病診連携の会 千里阪急ホテル西館2F 仙寿 特別講演：横関博雄先生（東京医科歯科大皮膚科
教授）
1 松本千穂先生（箕面市立病院皮膚科 部長）
2 種村　篤先生（大阪大学皮膚科 講師）
3 谷　守 先生（谷皮フ科）

特別「アトピー性皮膚炎の病態と病態に基
づくピンポイント治療法」
1 「箕面市立病院のご紹介」
2 「大阪大学皮膚科専門外来紹介と診療
情報のフィードバック」
3 「開業半年間で実感したこと」

19日（木） 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 特別講演1 大仁田亜紀先生（兼愛会前田医院皮膚
科）
特別講演2 井上幸次先生（鳥取大視覚病態 教授）

1「患者のQOLをあげるざ瘡治療のポイン
ト」
2「水痘帯状疱疹ウイルスによる眼疾患に
ついて」20日（金） 第16回なにわ皮膚腫瘍勉強会 AP大阪駅前地下2F「APホー

ルⅡ」
1 神人正寿先生（熊本大皮膚科 准教授）
2 森　正樹先生（大阪大学消化器外科　教授）

1「血管肉腫を含む皮膚悪性腫瘍の融合
遺伝子」
2「固形癌の癌幹細胞」

第455回大阪地方会 朝日生命ホール 主催：為政大幾（大阪医療センター）

和歌山 主催：古川福実（和歌山医大皮膚科 教
授）

26日（木） 217回大阪皮膚科症例検討会 天王寺都ホテル5F「信貴の
間」

今井康友先生（兵庫医科大学皮膚科 講師） 「私の乾癬診療 勤務医のview point〜
bench sideとbed side〜」

21日（土）
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27-28日 第32回日本皮膚悪性腫瘍学会 かごしま県民交流センター

6月

3-5日 第115回日本皮膚科学会総会 国立京都国際会館 会頭：中川秀己（東京慈恵会医大）

10日（金） コセンティクス発売1周年記念 講演会 帝国ホテル5F　八重の間 特別講演：森田明理先生（名古屋市大 加齢・環境皮
膚科教授）

「局所型乾癬・乾癬性関節炎に対する明
かな治療目標の設定と達成戦略」

11日（土） 第16回大阪皮膚疾患談話会 新阪急ホテル2F「紫の間」 特別講演：片山一朗先生（大阪大学医学部皮膚科
教授）
1 高田洋子先生（大阪大学医学部皮膚科）
2 金田一真先生（大阪医大皮膚科）

特別「皮膚細胞からのステロイド産生と恒
常性の維持機構」
1「男子シェーグレン症候群患者に生じた
難治性結節性痒疹」
2「Crohn病に対する生物学的製剤投与中
に乾癬様皮疹が生じた小児の1例」

17-19日 第65回日本アレルギー学会 東京国際フォーラム 会長：玉置　淳（東京女子医大 内科第一）

25日（土） 第24回ギンナン皮膚科談話会　※阪大同窓会の先生方のみ対象グランフロント大阪北館 カン
ファレンスルームタワーB
「ROOM B01＋B02」

阿部理一郎先生（新潟大皮膚科 教授） 「薬疹と乾癬：最近の話題」

29日（水） 皮膚免疫アレルギー研究会 大阪マリオット都ホテル20F
「茜」

1 矢上晶子先生（藤田保健衛生大学皮膚科 臨床教
授）
2 片山一朗先生（大阪大学医学部皮膚科 教授）

1「経皮感作による食物アレルギー〜その
発生メカニズムを考える〜」
2「肥満細胞と組織リモデリングー強皮症と
アトピー性皮膚炎をモデルとして」

30日（木） 第11回関西皮膚科Biologics研究会 ヒルトンホテル大阪4F「金閣
の間」

1 藤井隆夫先生（和歌山医大リウマチ・膠原病科 教
授）
2 森田明理先生（名古屋市大　加齢・環境皮膚科 教
授）

1「インフリキシマブを用いたRAのタイトコ
ントロールについて」
2「乾癬性関節炎の6つのドメインからみた
診断と治療」

7月

1日（金） 第8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」

天谷雅行先生（慶應義塾大学皮膚科 教授） 「水疱性類天疱瘡の診断と新しい治療法」

9日（土） 第12回加齢皮膚医学研究会 兵庫県医師会館 会長：山田秀和（近畿大奈良病院皮膚科
教授）

10日（日） 第109回近畿皮膚科集談会 兵庫県医師会館 ランチョン：森田明理先生（名古屋市大皮膚科 教授）
特別：村田洋三先生（前 兵庫県立がんセンター皮膚
科部長）

ランチョン：「乾癬に対する生物学的製剤
の導入のタイミングと効果維持の方法」
特別： 「悪性黒色腫七不思議」

14日（木） 2016乾癬学術フォーラムin 大阪 帝國ホテル5F 吉野の間 1 小林照明先生（小林皮フ科クリニック 院長）
2 東山真里先生（日生病院皮膚科 部長）
3 藤田英樹先生（日本大学皮膚科 准教授）

1「マーデュオックス軟膏の臨床効果」
2「乾癬外用療法の提案ーアドヒアランス
の向上のために」
3「いま基本にかえる乾癬治療〜ベース薬
としてのVD3〜」

21日（木） 小児皮膚難治疾患研究会 梅田スカイビルタワーWEST
22F

特別講演1：室田浩之先生（大阪大学皮膚科 准教
授）
特別講演2：酒井規夫先生（大阪大学保健学 教授）
教育講演：堀田真希先生（大阪大学附属病院 臨床
検査部）

1「発汗異常の関与する身近な皮膚疾患と
その対策〜アトピー性皮膚炎を中心に〜」
2「ファブリー病の診断と治療 up to date」
教育「ファブリー病の早期診断に有用な
ツール：マルベリー小体」

22-23日 第38回日本光医学・光生物学会 京都リサーチパーク 会長：杉山　弘（京都大理学研究科化学）

8月
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6-7日 第34回日本美容皮膚学会総会 京王プラザホテル 会長：林　伸和（虎の門病院皮膚科）

21日（日） 第8回センターリサーチセミナー 堂島アバンザ14F協和発酵
キリン(株)会議室

講義1：庄田裕紀子先生（住友病院皮膚科 部長）
講義2：土居敏明先生（大阪労災病院皮膚科 部長）
特別講演：片山一朗先生（大阪大学医学部皮膚科
教授）

講義1「皮膚科医に役立つ英語」
講義2「医療訴訟、診療点数」
特別講演「白斑の新しい病因論：化学物質
白斑から乾癬関連白斑まで」

27-28日 第24回日本発汗学会総会 大阪大学吹田キャンパス銀
杏会館

会長：片山一朗（大阪大学皮膚科 教授）

9月

2-3日 第31回日本乾癬学会 ホテル東日本宇都宮 会長：大槻マミ太郎（自治医科大皮膚科
教授）

2-3日 第18回日本褥瘡学会 パシフィコ横浜 会長：坪井良治

10-11日 第31回日本皮膚外科学会総会 プラザヴェルデ 会長：清原祥夫（静岡がんセンター）

15日（木） 218回大阪皮膚科症例検討会

16日（金） 浪花フットケア研究会 ANAクラウンプラザホテル大
阪 4階　平安北

1　西部俊哉先生（東京医科大学心臓血管外科 教
授）
2　寺師浩人先生（神戸大学形成外科 教授）

1「歴史から紐解く閉塞性動脈硬化症の治
療—薬物治療を中心に—」
2「糖尿病患者の歩行を守る」

17日（土） 乾癬Total Care Lecture ホテル阪急インターナショナ
ル6階「瑞鳥」

1　東山真里先生（日生病院皮膚科 部長）
2　森田明理先生（名古屋市大加齢・環境皮膚科学
教授）

1「軽症〜中等症の治療選択としての外用
療法—アドヒアランスの向上のためにー」
2「中等症〜重症乾癬に対する広がる生物
学的製剤の治療選択」

10月

8日（土） 第457回大阪地方会 朝日生命ホール 主催：山西清文（兵庫医科大学皮膚科 教
授）

12-14日 第12回日独皮膚科学会 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）/Alexander Enk（ハイデルベルグ大
教授）15-16日 第12回日独ポストコングレス 東京 会長：山本俊幸（福島県立医大皮膚科 教
授）

22-23日 第67回日本皮膚科学会中部支部 大阪国際会議場 会長：山西清文（兵庫医大皮膚科 教授）

27日（木） 第１回浪花皮膚科専門医フォーラム ホテルモントレ大阪14階「浪
鳴館」

1　杉浦一充先生（藤田保健衛生大皮膚科 教授）
2　山本明美先生（旭川医大皮膚科 教授）

1「皮膚科の自己炎症性疾患：DITRAと
CAMPS」
2「表皮バリアを考えるー白癬菌症での角
層変化を含めて」

29-30日 第80回日本皮膚科学会東部支部 アクトシティ浜松コングレスセ
ンター

会長：戸倉新樹（浜松医大皮膚科 教授）

11月

5-6日 第46回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会 京王プラザホテル 会長：川島　眞（東京女子医大皮膚科 教
授）

11日（金） 2016 Hot Topics in Dermatology ヒルトン大阪4F「金閣の間」 1 本田哲也先生（京都大学皮膚科 講師）
2 大山 学先生（杏林大学皮膚科 教授）

1「食事由来脂質と乾癬」
2「脱毛症治療 up date」

12日（土） 第4回日本結節性硬化症学会 大阪大学吹田キャンパス銀
杏会館
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19-20日 第68回日本皮膚科学会西部支部 米子コンベンションセンター 会長：山元　修（鳥取大皮膚科 教授）

24日（木） 第11回大阪免疫・皮膚アンチエイジング研究会 梅田スカイビル３３階エーザ
イ(株)Ｂ会議室

1 金田眞理先生（大阪大学皮膚科 講師）
2 小野賢二郎先生（昭和大神経内科　教授）

1「TSCの白斑病変に対するmTOR阻害剤
の有用性」
2「オリゴマオパチーとしてのアルツハイ
マー病」

24日（木） 219回大阪皮膚科症例検討会

25日（金） 第17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）

26日（土） 第37回近畿アトピー性皮膚炎談話会 住友クラブ 1 室田浩之先生（大阪大学皮膚科 准教授）
2 福家辰樹先生（国立成育医療研究センター生体防
御系内科部 アレルギー科・浜松医大非常勤講師）

1「アトピー性皮膚炎の痒み：そのメカニズ
ムと対策」
2「小児のアトピー性皮膚炎〜発症リスク
から診療への応用まで〜」

26-27日 第38回水疱症研究会
埼玉

会長：出光俊郎（自治医大さいたま医療セ
ンター皮膚科 教授）

12月

3日（土） 第458回大阪地方会 主催：吉良正浩（市立池田病院皮膚科 部
長）

9-11日 第41回日本研究皮膚科学会 仙台国際センター 会長：相場節也（東北大学皮膚科 教授）

14日（水） NEW BIO Science forum ガーデンシティクラブ大阪6F
「オリオン」

1 平野　亨先生（大阪大学呼吸器・免疫アレルギー
内科 助教）
2 岸本暢将先生（聖路加国際リウマチ膠原病セン
ター 医長）
3 竹田　潔先生（大阪大免疫制御学 教授）

1「生物学的製剤とimmunogenicityを含め
た注意すべき点」
2「乾癬のマネジメント診断と治療〜併存
症・副作用モニタリングも含めて」
3「IL-17と炎症性腸疾患（仮）」

15日（木） 第12回大阪スキンケア研究会 ヒルトン大阪4F「真珠の間」 1 中神啓徳先生（大阪大健康発達医学寄附講座 教
授）
2 三輪芳弘先生（大阪大薬学部 部長）
3 秋山真志先生（名古屋大皮膚科 教授）

1「新規抗菌性ペプチドの同定と応用研究」
2「薬剤師の視点で考えるジェネリック医薬
品」
3「皮膚バリア機能についての最新の話題
〜アトピー・アレルギー性疾患の治療と予
防〜」17日（土） 第25回ギンナン皮膚科談話会

※阪大同窓会の先生方のみ対象
ホテルグランヴィア大阪20F
「鳳凰」

秋山真志先生（名古屋大学皮膚科 教授） 「遺伝性角化症と炎症性角化症の病態解
明最前線」
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