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日時

講演会

会場

演者

講演内容

1月
14日(土)

第13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 1 小野慧美先生（市立東大阪医療センター皮膚科）
阪 5F「ガーデンルーム」
2 森田栄伸先生（島根大学皮膚科 教授）

14日（土）

発売記念講演会

20-21日

第40回皮膚脈管膠原病研究会

1「抗原交差性に学ぶ口腔アレルギー症候
群の多様性」
2「口腔アレルギー症候群の診療ー抗ヒス
タミン薬の効果ー」
ウェスティンホテル2F「ソノー 1 朝子幹也先生（関西医大総合医療センター耳鼻咽 1「耳鼻科領域におけるビラスチンへの期
ラ」
喉科・頭頸部外科 教授）
待」
2 矢上晶子先生（藤田保健衛生大皮膚科 臨床教授） 2「蕁麻疹の最新治療〜臨床におけるビラ
スチンの使いどころについて〜」 教授）
コラッセ福島
会長：山本俊幸（福島医大皮膚科

20-21日

第35回日本臨床皮膚外科学会

台北

28日（土）

第22回アトピー性皮膚炎治療研究会

国立京都国際会館ルームD

29日（日）

第7回日本皮膚科心身医学会

国立京都国際会館ルームD

4日（土）

第２回大阪皮膚真菌フォーラム

エコルテホール

4日（土）

第459回大阪地方会

朝日生命ホール

11-12日

第80回日本皮膚科学会東京支部

パシフィコ横浜会議センター

会長：相原道子（横浜市大皮膚科 教授）

18日（土）

第32回近畿MMC研究会

23日（木）

第12回関西皮膚科Biologics研究会

リーガロイヤルホテル ウエス 招待講演：高山かおる先生（済生会川口総合病院 皮
トウィング2階「山楽の間」
膚科 主任部長）
特別講演：中尾一和先生（京都大メディカルイノベー
ションセンター 教授）
ザ・リッツ･カールトン大阪4F 1 本田真也先生（国立研究開発法人 産業技術総合
「ボールルーム」
研究所バイオメディカル研究部門 副研究部門長）
2 鳥居秀嗣先生（JCHO東京山手メディカルセンター
皮膚科 診療部長）

招待「糖尿病壊疽を克服するためのIPW
（他職種連携）」
特別「生活習慣病は医食同源・加油減
糖ーBeyond MMCの新展開ー」
1「抗体医薬品の製造と管理ー低分子医薬
品となにが異なるのかー」
2「インフリキシマブの最適使用に関するエ
ビデンス」

2日（木）

大阪アトピー性皮膚炎談話会

リーガロイヤルホテル タワー 1 菅原弘二先生（大阪市大皮膚科 講師）
ウィング2階「牡丹」
2 高山かおる先生（東京医科歯科大皮膚科 臨床准
教授）

4日（土）

Immunology Forum2017 in Osaka

梅田スカイビルタワーウエス 1 安藤 朗先生（滋賀医大消化器内科 教授）
ト36F
2 大黒伸行先生（大阪医療センター眼科 部長）

10日（金）

Immuno-Checkpoint Blockade Seminar in Osaka2017

ホテルグランヴィア大阪20F
「名庭」

1「肥満細胞を制御する方法〜現状と展望
〜」
2「アトピー性皮膚炎患者の増悪因子にな
りうる接触皮膚炎について考える」
1「抗TNF製剤の有用性」
2「眼科医でなくても知っておきたい眼炎症
〜ぶどう膜炎のマネジメント〜」
1「イムノチェックポイント阻害剤 Bedside to
Bench」
2「岡山大学病院メラノーマセンターの状況
について」

会長：加王文祥（天神下皮フ科形成外科院
長）
会長：加藤則人（京都府立医大皮膚科 教
授）
会長：加藤則人（京都府立医大皮膚科 教
授）

2月
1 楠原正洋先生（楠原皮膚科医院 院長）
2 大畑千佳先生（久留米大皮膚科 准教授）
29年度定例総会

1「皮膚真菌症日常診療のバージョンアッ
プ」
2「考える皮膚病理」
主催：浅田秀夫（奈良医大）

3月

1 福島 聡先生（熊本大皮膚科 講師）
2 岩月啓氏先生（岡山大皮膚科 教授）

11-12日

第460回大阪地方会

3/11（土）和歌山県立医大講 和歌山県立医大 古川福実教授退職記念地方会
堂
3/12（日）ホテルグランヴィア
和歌山
梅田スカイビルタワーウエス 1 榎本 大先生（大阪市大肝胆膵内科 准教授）
ト33F
2 佐藤伸一先生（東京大皮膚科 教授）

16日（木）

第8回大阪乾癬バイオフォーラム

25日（土）

第13回大阪大学皮膚科臨床検討会

30日（木）

第3回大阪皮膚外用療法研究会

2日（土）

大阪大学皮膚科臨床検討会 ※関係者のみ

13日（木）

第13回皮膚免疫疾患研究会

14日（金）

第18回なにわ皮膚腫瘍勉強会

15日（土）

第15回関西皮膚疾患懇話会

ヒルトン大阪4F「金閣華の
間」

15日（土）

第40回大阪リウマチカンファレンス

北浜フォーラム

22-23日

第33回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会

29-30日

第13回加齢皮膚医学研究会

ANAクラウンプラザホテル神
戸
コラッセ福島

11日（木）

大阪加齢皮膚疾患勉強会

ANAクラウンプラザホテル大 1 室田浩之先生（大阪大学皮膚科 准教授）
阪「平安」
2 下川 功先生（長崎大学病理学 教授）

13日（土）

第18回大阪皮膚疾患談話会

新阪急ホテル2F「紫の間」

波多野 豊先生（大分大学皮膚科 教授）

18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4階
「大和の間」

1 浅田秀夫先生（奈良医大皮膚科 教授）
2 川村龍吉先生（山梨大皮膚科 教授）

20日（土）

第12回北摂皮膚科病診連携の会

千里阪急ホテル

大磯直毅先生（近畿大学皮膚科 准教授）

27日（土）

第461回大阪地方会

大阪科学技術センター

梅田スカイビルタワーウエス 陳 科榮先生（目黒陳皮膚科クリニック 院長）
ト22F会議室Ａ
ホテルモントレ大阪14階「浪 1 西村香織先生（にしむらクリニック 副院長）
鳴館」
2 森実 真先生（岡山大皮膚科 助教）

1「専門医でなくても知っておきたいB型・C
型肝炎の最新治療」
2「乾癬の病態から理解する生物学的製剤
の治療戦略」
「2012reviced CHCCの評価及び皮膚血管
炎の診断と治療の展望について」
1「当クリニックのニキビ治療」
2「表皮角化細胞からアトピー性皮膚炎の
外用療法」

4月

コングレコンベンションセン
ター ルーム7
AP大阪駅前地下2階「AP
ホールⅡ」

1 杉浦一充先生（藤田保健衛生大皮膚科 教授）
2 西村栄美先生（東京医科歯科大幹細胞医学 教授）
1 星野惠津夫先生（（財）がん研究会 有明病院漢方
サポート科）
2 西川博嘉先生（名古屋大微生物・免疫学講座 分子
細胞免疫学 教授）
片山一朗先生（大阪大学皮膚科 教授）
1 馬場直子先生（神奈川県立こども医療センター皮膚
科 部長）
2 須賀 康先生（順天堂大浦安病院皮膚科 教授）
1 片山一朗先生（大阪大皮膚科 教授）
2 吉川秀樹先生（大阪大学 理事・副学長）
3 岸本暢将先生（聖路加国際病院リウマチ膠原病セ
ンター医長）
4 前田悠一先生（大阪府立急性期・総合医療センター
免疫リウマチ科診療主任）

1「膿疱性乾癬の診療ガイドラインと病態解
明」
2「皮膚とその付属器の老化のメカニズム」
1「皮膚科医に役立つ、がん領域における
漢方治療のコツ」
2「最新のがん免疫療法でのバイオマー
カーの重要性」
「小児膠原病の皮膚症状とその診かた、考
えかた」
1「乳児血管腫の新治療」
2「小児アトピー性皮膚炎の鑑別疾患」
1「後天性自己炎症症候群の病因論：掌蹠
膿疱症性関節炎/SAPHOをモデルとして」
2「リウマチ医が知っておくべき骨軟部腫
瘍」
3「セロネガティブ関節炎の鑑別診断」
4「関節リウマチと腸内細菌叢の関係」
会頭：林部一人（はやしべ皮フ科）
会長：山本俊幸（福島医大皮膚科 教授）

5月
1「痒み治療のコツ：アトピー性皮膚炎から
高齢者の皮膚そう痒症まで」
2「老化・寿命を制御するシグナル」
「如何にしてアトピー性皮膚炎になるのか」
1「DIHS/GVHDにおけるヒトヘルペスウイ
ルス再活性化について」
2「ヘルペス感染症の病態と治療の最前
線」
「難治性小児皮膚疾患
アトピー性皮膚
炎・白斑・色素異常症と皮膚遺伝学につい
て」
主催：片岡葉子（大阪府立呼吸器・アレル
ギー医療センター）

27日（土）
和歌山開催

ダイワロイネットホテル和歌
山

主催：和歌山医大

2-4日

第116回日本皮膚科学会総会

仙台国際センター

会頭：相場節也（東北大皮膚科 教授）

6日（火）

Allergy Expert Meeting in Osaka

ブリーゼプラザ「805号室」

8日（木）

North Osaka Psoriasis Forum

1 矢上晶子先生（藤田保健衛生大坂文種報徳曾病院
総合アレルギー科 教授）
2 西間三馨先生（日本アレルギー学会・顧問、アレル
ギー疾病対策基本法・対策室長）
1 山崎文和先生（関西医大皮膚科 講師）
2 東山真里先生（日生病院皮膚科 部長 副院長）
3 辻 成佳先生（大阪南医療センターリウマチ科 医
長）

10日（土）

大阪皮膚科セミナー

16-18日

第66回日本アレルギー学会

22日（木）

Expert Meeting in Osaka

ウェスティンホテル大阪4階
「沙羅」

講演1 山崎文和先生（関西医大皮膚科 講師）
特別 Dr.Curdin Conrad（University Hospital of
Lausanne Lausanne, Switzerland）

23日（金）

第9回関西皮膚自己免疫疾患談話会

塩原哲夫先生（杏林大学皮膚科 名誉教授）

30-7/1日

第33回日本皮膚悪性腫瘍学会

ホテルグランヴィア大阪20F
「鳳凰の間」
秋田キャッスルホテル

7日（金）

第13回関西皮膚科Biologics研究会

6月
1「オマリズマブの使用経験を含めた慢性
蕁麻疹の治療」
2「アレルギーセンター化構想と総合アレル
ギー専門医のあり方」
インターコンチネンタル大阪
1「当院皮膚科におけるイキセキズマブの
使用経験と尋常性乾癬治療について」
2「当科における重症型乾癬の治療経験ー
イキセキズマブへの期待」
3「PsAの最近の話題について〜骨関節病
変からPsAを考察する〜」
TKP大阪本町カンファレンス 1 室田浩之先生（大阪大学皮膚科 准教授）
1「痒み対策アップデート：生活指導から薬
センター カンファレンスルー 2 大橋十也先生（東京慈恵会医大遺伝子治療研究部 物療法まで」
ム3B
教授）
2「ファブリー病の診断と治療」
東京国際フォーラム
会長：土橋邦生（群馬大保健学科 教授）
「日本の乾癬治療〜これからのIL-17の課
題は？〜」
「The New Cornerstone of Psoriasis Care
in 2017: IL-17 Targeting in Psoriasis」
「あれも帯状疱疹これも帯状疱疹」
会長：眞鍋 求（秋田大皮膚科・形成外科
教授）

7月

7日（金）
8日（土）
9日（日）

15日（土）
15-16日
20日（木）

ウェスティンホテル大阪4階 佐野栄紀先生（高知大学医学部皮膚科 教授）
「桔梗の間」
Melanoma Expert Seminar 2017
ヒルトン大阪4F「白真珠華の 1 吉川周佐先生（静岡がんセンター皮膚科 医長）
間」
2 石田靖雅先生（奈良先端科学技術大学 機能ゲノム
医学 独立准教授）
第26回ギンナン皮膚科談話会 ※阪大同窓会の先生 グランフロント大阪北館カン 川村龍吉先生（山梨大皮膚科 教授）
方のみ対象
ファレンスルームタワーB
「ROOM B01＋02」
第110回近畿皮膚科集談会
オーバルホール
ランチョン：福永 淳先生（神戸大皮膚科 講師）
特別講演：茂呂和世先生（理化学研究所 統合生命
医科学研究センター 自然免疫システム研究チーム
チームリーダー）
発売記念講演会
ホテルニューオータニ大阪2F M. Shane Chapman先生（ダートマス大学ヒッチコック
鳳凰
医療センター皮膚科医長）
第39回水疱症研究会
北海道大学学術交流会館
マーデュオックス発売１周年記念講演会
帝国ホテル八重の間
1 小林照明先生（小林皮フ科クリニック院長）
2 飯塚 一先生（札幌乾癬研究所所長）

「バイオ時代の乾癬〜基礎研究から臨床
まで〜」
1「メラノーマ診療の臨床最新知見（仮）」
2「免疫応答のNegative Regulatorとがん、
そして自己と非自己の識別（仮）」
「新たな皮膚自然免疫機構〜湿疹・かぶれ
と乾癬〜」
会頭：山田秀和（近畿大奈良病院）

会長：清水 宏（北海道大皮膚科 教授）
1「患者満足度を高めるための最新の乾癬
外用療法」
2「乾癬治療ピラミッドにおけるビタミンD3ス
テロイド配合薬の位置づけ」

21-22日

第39回日本光医学・光生物学会

JPタワー名古屋ホール＆カ
ンファレンス
大宮ソニックシティ

会頭：森田明理（名古屋市大皮膚科 教授）

22-23日

第32回日本皮膚外科学会総会

27日（木）

皮膚科難病セミナー

梅田スカイビルタワーWEST 1 福永 淳先生（神戸大学医学部皮膚科 講師）
22F
2 神戸直智先生（関西医大皮膚科 講師）

29-30日

第35回日本美容皮膚科学会総会

グランフロント大阪北館

5日（土）

第9回センターリサーチセミナー

24日（木）

ルミセフ®発売1周年記念講演会

29日（火）

水疱症web講演会

堂島アバンザ14F協和発酵
キリン(株)会議室
ホテルグランヴィア大阪20F
孔雀の間
阪大病院10階 医局

8-9日

第32回日本乾癬学会

14日（木）

大阪皮膚免疫疾患講演会

14-15日

第19回日本褥瘡学会

品川プリンスホテル・アネック
スタワー
ホテルグランヴィア20F「鳳
1 花岡洋成先生（聖マリアンナ医大リウマチ・膠原病・
凰」
アレルギー内科 講師）
2 谷川瑛子先生（慶應義塾大学医学部皮膚科 専任
講師）
盛岡市民文化ホール

23-24日
30日（土）

第81回日本皮膚科学会東部支部
第463回大阪地方会

ビッグパレットふくしま
朝日生命ホール

5日（木）

大阪アトピー性皮膚炎談話会

リーガロイヤルホテル2階ダ
イヤモンドルーム

7-8日

第68回日本皮膚科学会中部支部

国立京都国際会館

19日（木）

第2回浪花皮膚科専門医フォーラム

1 「ざ瘡関連」
教育「抗がん剤副作用 ざ瘡様皮疹情報」
2 「未定」

28-29日

第69回日本皮膚科学会西部支部

ホテルモントレ大阪14F「浪鳴 1 乃木田俊辰先生（新宿南口皮膚科 院長・理事長、
館」
東京医科大学皮膚科兼任教授）
教育 川田 暁先生（近畿大学医学部皮膚科 教授）
2 片山一朗先生（大阪大学医学部皮膚科 教授）
くまもと県民交流会館パレア

26日（木）

2017 Hot Topics in Dermatology

ヒルトン大阪 4F 金閣の間

1「精神的ストレスがアトピー性皮膚炎に与
える影響に関して」
2「皮膚リンパ腫の基礎知識と研究の紹
介」

9日（木）

第12回大阪免疫・皮膚アンチエイジング研究会

会長：中村泰大（埼玉医大国際医療セン
ター 皮膚科 教授）
1「乏汗症から診断に至ったFabry病〜乏汗
症にまつわる興味深い症例提示を含め
て」
2「（仮）思春期の難治性ざ瘡」
会頭：山田秀和（近畿大奈良病院）

8月
西岡 清先生（兵庫医科大学 常務理事）

「アトピー性皮膚炎をどう捉えるか」

多田弥生先生（帝京大皮膚科 教授）

「乾癬の病態からみた治療ターゲット」

氏家英之（北海道大皮膚科 講師）

「ガイドラインに基づいた類天疱瘡の治療
戦略と最新トピックス」

9月

教育講演

会長：照井 正（日本大皮膚科 教授）
1 「日本人におけるループス腎炎治療戦略
とヒドロキシクロロキンの位置付け」
2 「エリテマトーデスの最新治療—ヒドロキ
シクロロキンの効果と使用法について」
会長：武田利明（岩手県立大学看護学部
教授）
会長：山本俊幸（福島医大皮膚科 教授）
主催：岡本祐之（関西医大）

10月

11月

1 二村昌樹先生（国立病院名古屋医療センター 小児 1「食物アレルギーの発症とアトピー性皮膚
科医長・アレルギー科医長）
炎〜家族へのメッセージ〜」
2 波多野 豊先生（大分大学皮膚科 教授）
2「皮膚バリア機能に影響を与える因子〜
ベンチからのメッセージ〜」
会長：田中俊宏（滋賀医大皮膚科 教授）

1 菅原弘二先生（大阪市大皮膚科 講師）
2 菅谷 誠先生（国際医療福祉大皮膚科 主任教授）

会長：尹 浩信（熊本大皮膚科 教授）

10日（金）

浪花フットケア研究会

ヴィアーレ大阪

1 上村哲司先生（佐賀大形成外科 診療教授）
2 小林修三先生（湘南鎌倉総合病院 副院長、日本
フットケア学会 理事長）

1「救肢を目的とした足病変に対する集学
的治療」
2「透析患者におけるフットケア〜早期発見
と治療戦略〜」

24日（金）

なにわ皮膚腫瘍勉強会

30日（木）

大阪スキンケア研究会

2日（土）

第464回大阪地方会

大阪科学技術センター

第24回小林浩記念講演

第47回日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会
第41回皮膚脈管・膠原病研究会
第42回日本研究皮膚科学会

かごしま県民交流センター

主催：中島武之（大阪府立急性期・総合医
療センター）
会長：金蔵拓郎（鹿児島大皮膚科 教授）

8-10日

高知市文化プラザかるぽーと

会頭：佐野栄紀（高知大皮膚科 教授）

12月

15-17日

