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日時 講演会 会場 演者 講演内容

1月

11日(木) Ｄｅｒｍａｔｏｌｏｇｙ　Ｓｅｍｉｎａｒ　2018 ホテルグランヴィア大阪　２０
階「桐の間」

1山岡俊文先生（中津皮フ科クリニック　院長）
2 天野正宏先生（宮崎大学医学部附属病院　皮膚科
教授）

1「当クリニックにおける乾癬治療の現状～
病診連携の重要性～」
2「皮膚悪性リンパ腫と乾癬の診断」

12日(金) Ｉｍｍｕｎｏ－Ｃｈｅｃｋｐｏｉｎｔ　Ｂｌｏｃｋａｄｅ　Ｓｅｍｉｎａｒ　ｉｎ　Ｏｓａｋａ 帝国ホテル　４階「芙蓉の間」 1 田中淳先生（大阪大学免疫フロンティア研究セン
ター実験免疫学　助教）
2 宇原　久先生（札幌医科大学医学部　皮膚科学講
座 教授）

1「制御性Ｔ細胞と腫瘍免疫」
2「メラノー診療　ｕｐ－ｔｏ－ｄａｔｅ」

13日（土） 第27回ギンナン皮膚科談話会 ホテルグランヴィア大阪　20
階「名庭Ａ」

1林美沙先生(大阪大学大学院医学系研究科　皮膚
科学）
2丸山彩乃先生（市立池田病院　皮膚科）
3平西守明先生（大阪国際がんセンター　腫瘍皮膚
科）
4角田佳純、竹原友貴、庄田裕紀子先生（住友病院
皮膚科）
5井川健先生（獨協医科大学　皮膚科　主任教授）
6沢田泰之先生（東京都立墨東病院　皮膚科　部長）

1「コンプライアンスを考慮したステロイド骨
粗鬆症の管理」
2「Ｈａｉｌｅｙ－Ｈａｉｌｅｙ病疑いで長期経過観察
中に生じた水疱性類天疱瘡の1例」
3「右乳房原発の血管肉腫」
4「治療に難渋している重症両下腿潰傷の
1例」
5「栃木で経験した興味深い患者さんたち」
6「皮膚科における超音波検査」

20日（土） 第14回大阪皮膚アレルギーネットワーク（ＯＤＡＮ） 大阪新阪急ホテル「紫の間」 1幸野　健先生（日本医科大学千葉北総病院　皮膚科
教授）
2横関博雄先生（東京医科歯科大学大学院　皮膚科
学分野　教授）

1「アトピー性皮膚炎と蕁麻疹治療：この10
年を振り返って」
2「花粉症皮膚炎のアップデート」

25日（木） クラシエ大阪漢方セミナー 大阪第一ホテル6Ｆ「モナー
ク」

1田原真由子先生（大阪大学大学院医学系研究科情
報統合医学皮膚科学教室）
2菅原弘二先生（大阪市立大学大学院医学研究科
皮膚病態学　准教授）
3清水忠道先生（富山大学大学院医学薬学研究部皮
膚科学講座　教授）

1「痒みを伴う疾患に対する漢方とエキシマ
ライト鍼灸」
2「漢方は肥満細胞に作用するか？」
3「皮膚疾患における漢方治療の決め手」

27日（土） 第19回大阪皮膚疾患談話会 エコルテホール1階 1野村祐之先生（関西医科大学　皮膚科学講座）
2青山礼華先生（大阪大学大学院医学系研究科　皮
膚科学講座）
3岩倉理世先生（近畿大学医学部皮膚科）
4茂木精一郎先生（群馬大学大学院医学系研究科
皮膚科学　准教授）

1「抗ＲｕｖＢＬ1/2抗体陽性で筋炎を合併し
た全身性強皮症の1例」
2「硬化性皮膚病変に対するｂａｔｈ－ＰＵＶＡ
療法の効果」
3「Ｎｏｎ－ｅｐｉｓｏｄｉｃ　ａｎｇｉｏｅｄｅｍａ　ｗｉｔｈ
ｅｏｓｉｎｏｐｈｉｌｉａの1例」
4「全身性強皮症の診断と治療:血管病変を
中心に」

28日（日） 第7回日本皮膚科心身医学会 ナビオス横浜 会長：相原道子（横浜市立大学大学院医
学研究科　環境免疫病態皮膚科学 教授）

2月

１日（木） 第14回関西皮膚科Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ研究会 ザ・リッツ･カールトン大阪4F
「ボールルーム」

1神人正寿先生（和歌山県立医科大学　皮膚科　教
授）
2今福信一先生（福岡大学医学部　皮膚科学教室　教
授）

1「地域で診る乾癬」
2「レジストリから見る乾癬の病態とＴＮＦ阻
害薬の役割」

http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180111.pdf#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180112.pdf#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180113.pdf#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180120.pdf#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180125.pdf#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180127.pdf#
http://jpsd8.umin.jp/#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180201.pdf#


3日（土） 第3回大阪皮膚真菌フォーラム ホテル阪急インターネショナ
ル

1足立　真先生（関東労災病院　皮膚科　部長）
2高山かおる（済生会川口総合病院　皮膚科　主任部
長）

1「日常よく見る皮膚真菌症と真菌検査法」
2「爪白癬治療の意味と意義」

3日（土） 第465回大阪地方会 朝日生命ホール 主催：鶴田大輔（大阪市大学皮膚科学　教
授）

10日（土） 第２３回アトピー性皮膚炎治療研究会 大宮ソニックシティ 招待講演：高山かおる先生（済生会川口総合病院 皮
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

会長：中村晃一郎（埼玉医科大学皮膚科
教授）

24日（土） アメナリーフ錠200ｍｇ発売記念講演会in大阪 ヒルトンホテル大阪4F「金山
華の間」

1關山裕詩先生（帝京大学医学部麻酔科学講座　病
院教授）
2浅田秀夫先生（奈良県立医科大学　皮膚科学教室
教授）
3白木公康先生（富山大学医学部ウイルス学　教授）

1「ペイン緩和領域における痛みと痒みの
基礎知識～最新の話題を含めて～」
2「帯状疱疹―最新の話題ー」
3最新の帯状疱疹治療の話題

3月

3日（土） ルパフィン発売記念講演会in Osaka 帝国ホテル大阪3階「孔雀西
の間」

1大久保公二裕先生（日本医科大学付属病院　耳鼻
咽喉科・頭頸部外科　教授）
2秀　道弘先生（広島大学大学院医歯薬保健学研究
科　皮膚科学　教授）

1「花粉症治療の最新トピックス」
2「アレルギー性皮膚疾患に期待される新
しい抗ヒスタミン薬の役割」

3-４日 第３６回日本臨床皮膚外科学会 大宮ソニックシティ鉄道博物
館

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）

会長：井上多恵（さいたま赤十字病院　皮
膚科部長）

10-11日 第466回大阪地方会 大阪国際会議場 片山一朗教授退官記念地方会

15日（木） 第9回大阪乾癬バイオフォーラム インターコンチネンタルホテ
ル大阪2F「HINOKI」

1 今井康友先生（兵庫医科大学　皮膚科学教室　教
授）
2 片山一朗先生（大阪大学大学院医学系研究科　皮
膚科学　教授）

1「兵庫医科大学での乾癬治療の実際～
バイオ製剤投与における工夫～」
2「乾癬とアトピー性皮膚炎の接点と治療
戦略の将来像」

17日（土） 第14回大阪大学皮膚科臨床検討会 梅田スカイビルタワーウエス
ト22F会議室Ａ

1藤木　雷先生（大阪はびきの医療センター　皮膚科）
2清原英司先生（大阪大学大学院医学系研究科　皮
膚科）
3横見明典先生（市立豊中病院　皮膚科）
4岩月啓氏先生（岡山大学大学院医歯薬学総合研究
科　皮膚科学分野　教授）

1「重症成人アトピー性皮膚炎におけるペリ
オスチン、SCCA2」
2「四肢に動脈瘤が多発、塞栓をきたした
folliculotropic mycosis fungoides」
3「リンパ腫を疑い鼠径部リンパ節生検術
を施行した15例の臨床的検討」
4「次世代に託すリンパ腫診療」

22日（木） 大阪アトピー性皮膚炎談話会 コンラッド大阪38F
「Ballroom2」

1荒瀬　尚先生（大阪大学　免疫学フロンティア研究セ
ンター　微生物病研究所　免疫化学分野　教授）
2片山一朗先生（大阪大学　皮膚科　教授）

1「HLAを標的とした免疫疾患の新たな治
療法へ向けて」
2「アトピー性皮膚炎治療の近未来像」

4月

14日（土） 大阪ＡＤフォーラム ホテルグランヴィア大阪２０
階「鶴寿」

1竹村豊先生（近畿大学医学部小児科学教室医学部
講師）
2塩原哲夫先生（杏林大学医学部皮膚科学教室名誉
教授）

1「小児のアトピー性皮膚炎と食物アレル
ギー」
２「アトピー性皮膚炎におけるスキンケア～
発汗からみた外用薬の使い方～」

19日（木） 第１４回皮膚免疫疾患研究会 ヒルトン大阪 1藤田英樹先生（日本大学医学部附属板橋病院皮膚
科分野　准教授
2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　自己免疫システム研究チームチームリー
ダー）

1「乾癬の爪病変～基本と治療～」
2「2型自然リンパ球による新しいアレル
ギー発症メカニズム」

http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180203.pdf#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/hifu/index.html#
http://www.ra.opho.jp/personnel/32/2190/#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180224.pdf#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180303.pdf#
http://kenkyuukai.m3.com/event/event_detail_society.asp?id=55763&ref=calendar#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/hifu/Ncontribution.html#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180315.pdf#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180317.pdf#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180322.pdf#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180414.pdf#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180419.pdf#


21日（土） 第43回大阪リウマチカンファレンス 北浜フォーラム

28-29日 第34回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会 仙台国際センター 会頭：谷田泰男（谷田皮膚科医院）

5月

10日（土） 2018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久米昭廣先生（皮ふ科眼科くめクリニック　院長）
2佐野栄紀先生（高知大学医学部皮膚科学講座　教
授）

１「新たな帯状疱疹治療の幕開け～アメナ
メビルに期待すること～」
2「常在ウイルスと皮膚」

12日(土） 第467回大阪地方会 朝日生命ホール
和歌山県JAビル

主催：竹原友貴（JCHO大阪）
主催：神人正寿（和歌山医科大学）

26日（土） 2018北摂皮膚科病診連携の会 千里阪急ホテル西館２階「仙
寿の間」

1種村篤先生（大阪大学大学院医学系研究科　情報
統合医学　皮膚科学講座　講師）
2片山一朗先生（大阪大学大学院医学系研究科　情
報統合医学　皮膚科学講座　名誉教授）

１「大阪大学皮膚科外来と北摂連携施設
からの症例のご紹介」
2「変容するアトピー性皮膚炎の背景因子
から考える治療と病診連携」

31-6/3日 第117回日本皮膚科学会総会 リーガロイヤルホテル広島
広島県立総合体育館
NTTクレドホール

1季　聖林先生（広島大学大学院理学研究科数理分
子生命理学専攻JSTさきがけ）
2 久保亮治先生（慶應義塾大学医学部皮膚科）
3 玉井克人先生（大阪大阪大学大学院医学系研究科
再生誘導医学/皮膚科）

会頭：秀　道広（広島大学大学院医歯薬保
健学研究科　皮膚科学 教授）

6月

22-24日 第67回日本アレルギー学会 幕張メッセ/ホテルニューオー
タニ幕張

会長：岡本美孝（千葉大学大学院医学研
究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学）

29日（金） 第10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20階
「鳳凰の間」

１原田潤先生、益田知可子先生、吉田裕梨先生、藤
森なぎさ先生、小澤健太郎先生（国立病院機構大阪
医療センター皮膚科）
２高藤円香先生、外村香子先生、清原英司先生、金
田眞理先生、室田浩之先生（大阪大学大学院医学系
研究科情報統合医学皮膚科学教室）
３吉岡愛育先生、桑原咲先生、中谷祥子先生、小野
竜輔先生、錦織千佳子先生（神戸大学大学院医学研
究科内科系講座皮膚科学分野）
４青山裕美先生（川崎医科大学皮膚科学教室　教授）

１「準緊急的大動脈弁狭窄症手術前に天
疱瘡再燃に対してIVIGを施行した１例」
２「四肢浮腫を伴った抗Ku抗体陽性皮膚
筋炎の１例」
3「IVIGを併用して治療したスティーブンス・
ジョンソン症候群の１例」
４「DPP4阻害剤関連類天疱瘡の多様な臨
床的特徴と対策」

30日(土） デュピクセント発売記念」講演会 ＡＮＡクラウンプラザホテル４
Ｆ「平安の間」

1谷崎英昭先生（大阪医科大学皮膚科学講師）
2室田浩之先生（長崎大学大学院医歯薬学総合研究
科　皮膚病態学分野　教授）
３中原剛士先生（九州大学大学院医学研究院皮膚科
体表感知学講座　准教授）

1「アトピー性皮膚炎の病態生理Ｕｐ　Ｄａｔ
ｅ」
2「アトピー性皮膚炎における疾病負担の
実態」
3「アトピー性皮膚炎治療の現状と新規治
療Ｄｕｐｉｌｕｍａｂの可能性」

7月

https://kcs.joa.or.jp/jp/training/20180421_9.html#
http://jocd34.jp/
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180510.pdf
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/hifu/Ncontribution.html
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180526.pdf
http://jda117.jp/#
http://jsa67.umin.jp/#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180620.pdf#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/meeting/pdf/20180630.pdf#


6－7日 第34回日本皮膚悪性腫瘍学会 アクトシティ浜松 会長：戸倉新樹（浜松医科大学皮膚科学
講座 教授）

20-21日 第４０回日本光医学・光生物学会 東北大学片平さくらホール 会頭：中林孝和（東北大学大学院薬学研
究科 ）

22日（日） 111回近畿集談会 メルパルク京都 468回大阪・456回京滋 主催:4吉川義顕（大津赤十字病院、北野
病院）
主催：楠羽展大（大津赤十字病院）

8月

4-5日 第3６回日本美容皮膚科学会総会 東京国際フォーラム 会頭：尾見徳弥（クイーンズスクエアメディ
カルセンター）

25-26日 第14回加齢皮膚医学研究会 弘前大学医学部コミュニケー
ションセンター

会頭:澤村大輔（弘前大学大学院医学研究
科皮膚科学講座）

9月

1-2日 第33回日本皮膚外科学会総会 大阪市立大学医学部学舎 会長：加茂理英（香芝生喜病院皮膚科副
院長

7-8日 第33回日本乾癬学会 松山全日空ホテル 会長：照井　正（日本大皮膚科 教授）

29日（土） 第469回大阪地方会 朝日生命ホール 主催：川田暁（近畿大）

10月

6-7日 第82回日本皮膚科学会東部支部 星野リゾート　OMO7旭川 会長：山本明美（旭川医科大学皮膚科学
講座　教授）

27-28日 日本皮膚科学会中部支部 大阪国際会議場 会長：川田暁（近畿大学医学部皮膚科学
教室 教授）

11月

10-11日 第７０回日本皮膚科学会西部支部 島根県民会館 会長：森田栄伸（島根大学医学部皮膚科
学 教授）

12月

1-2日 第82回日本皮膚科学会東京支部 ザ・プリンスパークタワー東
京

会長：松江弘之（千葉大学大学院医学研
究院皮膚科学 教授）

8日（土） 第470回大阪地方会 朝日生命ホール 主催：長野　徹（神戸市立医療センター）

http://www.congre.co.jp/jscs34/program.html#
https://www.40thjspp.com/#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/hifu/Ncontribution.html#
http://bihifu36.umin.jp/#
https://14kareihifu-hirosaki.jimdo.com/#
http://jads33.umin.jp/#
http://jspr33.umin.jp/#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/hifu/Ncontribution.html#
http://eastjda82.jp/#
http://cjda69.jp/#
http://wjda70.jp/#
http://jdatokyo82.jp/#
http://derma.med.osaka-u.ac.jp/hifu/Ncontribution.html#









