
第 40 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会
スケジュール

�月�日（土）

Ａ会場（5F メインホール�)

■ 9：00〜9：30

会頭挨拶・総 会

■ 9：40〜11：40

シンポジウム�

「アンチエイジング美容医療：施術の有効性と限界，リスク」

座長：大慈弥裕之（北里大学形成外科・美容外科）

吉村浩太郎（自治医科大学外科学講座形成外科学部門）

SY1-1 機器によるRejuvenation

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

SY1-2 スレッドリフトの有効性と限界，リスク

鈴木 芳郎（ドクタースパ・クリニック）

SY1-3 美容皮膚治療のための再生医療ツール

吉村浩太郎（自治医科大学形成外科）

SY1-4 ヒアルロン酸製材，ボツリヌス製剤を用いた加齢に対する治療の有効性

古山 登隆（医療法人社団喜美会 自由が丘クリニック）

■ 12：00〜12：50

ランチョンセミナー�

「最新HAフィラーとコラーゲンフィラーによる美の追求」

座長：池田 欣生（医療法人邦寿会 東京皮膚科・形成外科）

LS1-1 クレヴィエルの基礎知識と臨床例

田中亜希子（医療法人社団英僚会 あきこクリニック）

LS1-2 ベビーコラーゲンの基礎知識と臨床例

岩城佳津美（いわきクリニック IC）

共催：ワイズ・インターナショナル株式会社
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■ 13：00〜13：40

優秀演題
座長：浅田 秀夫（奈良県立医科大学皮膚科）

田中 敬子（虎の門病院皮膚科）

A-1 老人性色素斑形成における真皮幹細胞由来エクソソームによる基底膜修復作用の

役割

眞田 歩美（日本メナード化粧品株式会社 総合研究所）

A-2 汗腺は加齢に伴い折れ曲がり回転することで表層に移行する

−超高精細 3D再現技術による皮膚加齢変化の解明−

江連 智暢（株式会社資生堂みらい開発研究所）

A-3 外用的に用いた金がヒトの皮膚に及ぼす美容作用のメカニズム解析

平川 修司（ロイヤル化粧品株式会社）

A-4 シトラス・ローズマリー抽出エキス含有サプリメントの CYP3A阻害を介する薬物

相互作用の検討

新屋光一朗（昭和大学皮膚科学講座）

A-5 UltraPulse Encore SCAAR FX
TM
を用いた痤瘡後瘢痕治療の有効性と安全性の検討

木村有太子（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科）

13：40〜13：45

優秀論文賞授与式
プレゼンター：山本 有紀（和歌山県立医科大学皮膚科学）

炭酸ガスレーザーで治療後に再発がみられ当院で皮膚悪性腫瘍と診断された�症例

栗原 麻菜（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科）

■ 13：55〜14：50

スイーツセミナー�

「皮膚の若返りや肌質改善に適した新治療提案」

座長：船坂 陽子（日本医科大学皮膚科）

SS1-1 �％システアミンクリームの長期成績および新規 Intensive Systemの使用経験

奥 謙太郎（医療法人社団光悠会 HILLS GRACE CLINIC）

SS1-2 新規 ECM製剤と TCAソフトピーリングを使用した Non-thermal Approach に

よる肌新生の臨床検討

牧野 良彦（まりもクリニック）

共催：メトラス株式会社
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■ 15：00〜17：00

シンポジウム�

「レーザー機器の基礎知識」

座長：秋田 浩孝（藤田医科大学ばんたね病院皮膚科）

森脇 真一（大阪医科薬科大学皮膚科）

SY2-1 レーザー・光治療機器総論

秋田 浩孝（藤田医科大学ばんたね病院皮膚科）

SY2-2 シミ：レーザー機器の基礎知識（Ｑスイッチレーザー・ピコ秒レーザー）

古村 南夫（福岡歯科大学総合医学講座皮膚科）

SY2-3 シワ・たるみに対するレーザー治療

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

SY2-4 レーザー脱毛装置

乃木田俊辰（新宿南口皮膚科，東京医大）

■ 17：05〜18：05

特別講演�

座長：森田 明理（名古屋市立大学大学院医学研究科加齢環境皮膚科）

SL1 老化細胞除去による個体老化制御

中西 真（東京大学医科学研究所癌防御シグナル分野）

■ 18：10〜19：05

イブニングセミナー�

「患者さんとつくるニキビ治療計画」

座長：林 伸和（虎の門病院皮膚科）

石河 晃（東邦大学医学部皮膚科学）

ES1-1 ガイドラインを意識したデュアック
Ⓡ

での尋常性痤瘡治療

小林 美和（こばやし皮膚科クリニック）

ES1-2 ニキビ治療のトータルマネジメント

乃木田俊辰（新宿南口皮膚科，東京医科大学皮膚科）

共催：サンファーマ株式会社
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Ｂ会場（5F メインホール�)

■ 9：40〜11：40

教育講演�

「美容と関わる感染症」

座長：渡辺 大輔（愛知医科大学皮膚科）

今福 信一（福岡大学医学部皮膚科学）

EL1-1 クリニックでの感染症対策−新型コロナウイルスを含め−

大毛 宏喜（広島大学病院感染症科）

EL1-2 美容施術で注意すべき感染症

伊東 秀記（医療法人社団慈泰会 立川皮膚科クリニック）

EL1-3 顔面のGいぼHの診断と治療

三石 剛（日本赤十字社さいたま赤十字病院皮膚科）

EL1-4 痤瘡とマイクロバイオーム 最新のトピックス

冨田 秀太（岡山大学病院ゲノム医療総合推進センター）

■ 12：00〜12：50

ランチョンセミナー�

「もうワンランク上を目指す美肌治療」

座長：中野 俊二（医療法人中野会 中野医院）

LS2-1 GNew GenesisHによる美肌治療の最前線

真弓 愛（真弓愛メディカルクリニック）

LS2-2 ピコ秒レーザーを用いた美肌治療を究める

中野 俊二（医療法人中野会 中野医院）

共催：キュテラ株式会社

■ 13：00〜13：40

一般演題�

「レーザー・光・RF・超音波機器」

座長：植木 理恵（順天堂大学医学部順天堂東京江東高齢者医療センター皮膚科）

大日 輝記（香川大学医学部皮膚科学）

O-21 尋常性痤瘡に対する StellarM22
TM
treatment filter を用いた IPL治療経験

山本 晴代（近畿大学病院皮膚科）

O-22 ロングパルスダイレーザー（Vbeam）治療が奏功した Unilateral nevoid telangiectasia

の�例

乃木田俊辰（東京医科大学皮膚科）

O-23 陰嚢被角血管腫に対して炭酸ガスレーザーによる治療を施行した�例

鵜飼 佳子（東近江総合医療センター皮膚科）

O-24 Intense pulsed lightが有効だった顔面毛包性紅斑黒皮症の�例

角田加奈子（岩手医科大学皮膚科）
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O-25 エルビウムヤグレーザーの口腔内照射によるシワたるみ治療

衣原公美子（レイクリニック）

■ 13：55〜14：50

スイーツセミナー�

「美への複合的アプローチ 〜いろ・かたち〜」

座長：石川 浩一（クロスクリニック銀座）

SS2-1 シミのレーザー治療：ナノ秒（Ｑスイッチ），ピコ秒をどのように使用するか？

近藤 謙司（湘南藤沢形成外科クリニックＲ）

SS2-2 たるみに対する複合的治療戦略〜同期平行型超音波ビーム SUPERB の大きな

メリット〜

土屋 沙緒（すなおクリニック）

共催：株式会社ジェイメック

■ 15：00〜17：00

シンポジウム�

「光治療のこれまでとこれから」

座長：新谷 洋一（シンタニ皮フ科）

西田 絵美（岡崎市民病院皮膚科）

SY3-1 光治療につかわれる光って？それぞれの特性

西田 絵美（岡崎市民病院皮膚科）

SY3-2 IPL（Intense Pulsed Light）によるシミ・赤ら顔治療の可能性

神田 弘貴（三田皮膚科）

SY3-3 レーザーによるアザ治療 これまでとこれから

長濱 通子（神戸ほくと病院皮膚科・美容皮膚科）

SY3-4 紫外線による白斑治療の展望

上尾 礼子（関西医科大学香里病院皮膚科）

■ 18：10〜19：05

イブニングセミナー�

「ZO SKIN HEALTH〜Healthy Skinへのアプローチ」

座長：森脇 真一（大阪医科薬科大学皮膚科）

野本真由美（野本真由美スキンケアクリニック）

ES2-1 スキンケア・外用療法による色素性疾患へのアプローチ

一宮 弘子（いちみや皮フ科クリニック）

ES2-2 毛包脂腺系慢性炎症疾患に対するスキンケアの重要性〜ZO SKIN HEALTH は

有用な選択肢となり得るか〜

田中 倫子（医療法人松本医院）

共催：キュテラ株式会社
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Ｃ会場（4F ホールB-1)

■ 9：40〜11：40

教育講演�

「皮膚再生」

座長：市橋 正光（アーツ銀座クリニック）

難波 大輔（東京大学医科学研究所老化再生生物学）

EL2-1 幹細胞を用いた美容医療

市橋 正光（アーツ銀座クリニック）

EL2-2 真皮線維芽細胞を用いた，美容目的皮膚再生術

北條 元治（RDクリニック新宿）

EL2-3 同一ドナー由来真皮線維芽細胞を用いた加齢による細胞特性変化の解析

板井恵理子（株式会社コーセー皮膚薬剤研究室）

EL2-4 皮膚幹細胞による皮膚再生とその加齢変化

難波 大輔（東京大学医科学研究所老化再生生物学分野）

■ 12：00〜12：50

ランチョンセミナー�

「進化したテノールによるたるみ治療の可能性とレーザー後の幹細胞由来美容液の効果検証」

座長：尾見 徳弥（医療法人社団クイーンズスクエアメディカルセンター）

LS3-1 美容医療の付加価値を最大化する「たるみ治療」

〜安全性の高い超音波＋RF最新テクノロジーで医院の成長に貢献するマシン〜

山口 麻子（白金ビューティフルエイジングクリニック）

LS3-2 CALECIM
Ⓡ

臍帯幹細胞培養液を用いた当院でのコンビネーション治療の検討

遠山 昭子（医療法人駿豊会 遠山クリニック）

共催：メディカランド株式会社

■ 13：00〜13：40

一般演題�

「レーザー・ケミカルピーリング」

座長：国本 佳代（和歌山県立医科大学附属病院皮膚科）

乗杉 理（けやきひふ科）

O-26 超音波血流計を用いたより安全なスレッドリフト治療（第�報）

貞政 裕子（サマンサクリニック）

O-27 フラクショナルレーザー後の創傷に対して塩基性線維芽細胞増殖因子（b-FGF）

を用いた創傷治癒効果の検討

浅井 幸（医療法人 Pallet 上田皮ふ科）

O-28 萎縮性痤瘡瘢痕に対するヒアルロン酸の空気圧拡散注入療法の有用性

上中智香子（和歌山県立医科大学光学的美容皮膚科，和歌山県立医科大学皮膚科）
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O-29 前額部下方の表情ジワに対する効果的なボツリヌストキシン注入方法の検討

藤巻あいら（医療法人社団 青泉会 今泉スキンクリニック，

順天堂大学大学院医学研究科）

O-30 脂肪溶解注射後に出現した再発性腹部脂肪織炎

井上 里佳（虎の門病院皮膚科）

■ 13：55〜14：50

スイーツセミナー�

座長：中野 俊二（医療法人中野会 中野医院）

SS3 肝斑を伴うアジア人皮膚における新たな Skin Rejuvenation治療について

黄 聖琥（医療法人浜悠会KO CLINIC）

共催：マーベラスビューティージャパン株式会社

■ 15：00〜17：00

Asian session 1（同時通訳あり）
「State of the art aesthetic dermatology in Asia」

Chairs：AkimichiMorita（Department of Geriastic and Environmental Dermatology,

Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences）

Akira Ishiko（Department of Dermatology, Toho University）

AS1-1 Photobiomodulation for pigmentary skin disorders and skin rejuvenation

Leihong Flora Xiang（Department of Dermatology,Huashan Hospital,

ShanghaiMedical College, Fudan University）

AS1-2 Efforts of the Japanese Cosmetic Science Society

Akira Ishiko（Department of Dermatology, School ofMedicine,TohoUniversity）

AS1-3 Current and Future Trends in Cosmetic Dermatology

Hassan I. Galadari（Galadari Derma Clinic,Dubai,UAE）

■ 18：10〜19：05

イブニングセミナー�

「ムービング式HIFUによるたるみ治療」

座長：長谷川敏男（順天堂大学医学部附属静岡病院）

ES3-1 たるみ治療機器の新機軸ムービング式HIFU 〜その仕組みと基礎〜

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

ES3-2 痛みの少ないモーション HIFUによるたるみ治療の実際

田中亜希子（医療法人社団英僚会 あきこクリニック）

共催：株式会社アブソルート
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Ｄ会場（4F ホールB-2)

■ 9：40〜11：40

教育講演�

「最新の痤瘡治療」

座長：林 伸和（虎の門病院皮膚科）

門野 岳史（聖マリアンナ医科大学皮膚科）

EL3-1 痤瘡のレーザー治療

木村有太子（順天堂大学皮膚科）

EL3-2 痤瘡の漢方治療

黒川 一郎（明和病院皮膚科）

EL3-3 薬剤耐性アクネ菌の最新情報−薬剤耐性菌の現状とその対策−

中南 秀将（東京薬科大学薬学部臨床微生物学教室）

EL3-4 やる気にさせる痤瘡治療

野村 有子（野村皮膚科医院）

■ 12：00〜12：50

ランチョンセミナー	

「国産開発されたエレクトロポレーション経皮導入機Mesona-Jによる最新の臨床結果と

考察」

座長：高田 章好（大阪大学大学院医学系研究科形成外科学）

LS4-1 経皮的導入の基本，エレクトロポレーション 〜本当に理解している？そのサイ

エンス〜

坪内利江子（銀座スキンクリニック）

LS4-2 国産開発されたエレクトロポレーション経皮導入機Mesona-Jの臨床効果につい

て報告

大久保由有（BIANCAクリニック 表参道院）

共催：株式会社セレーネメディカル

■ 13：00〜13：40

一般演題


「スキンケア�」

座長：堀川 永子（海老原総合病院皮膚科）

吉田 亜希（虎の門病院皮膚科）

O-31 アトピー性皮膚炎患者の顔面の乾燥皮膚を対象とするラメラボ化粧品の使用試験

川島 眞（東京女子医科大学）

O-32 ブタプラセンタ抽出物と分画物の有用性

最上 聖（株式会社セプテム総研）

O-33 演題取下げ
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O-34 幹細胞培養上清液バイオセルショット 65 の電気穿孔法を用いた導入後の臨床評価

鈴木 龍介（株式会社 SHEM）

O-35 システアミン，AHA，アイソバイオニックアミド配合製剤における色素性病変に

対する効果の検討

中野あおい（あおいクリニック銀座）

■ 13：55〜14：50

スイーツセミナー	

「患者満足度を高める肌質改善治療

−ジュビダームビスタ ボライトXC：サイエンスから患者コミュニケーションまで−」

座長：飯尾 礼美（飯尾形成外科クリニック）

SS4-1 ジュビダームビスタ ボライト XCの臨床的意義と治療経験：注入テクニックから

患者コミュニケーションまで

堀内 祐紀（秋葉原スキンクリニック）

SS4-2 皮膚構造から考えるジュビダームビスタ ボライト XC：保水性向上のメカニズム

井上 詠子（浄水皮ふ科クリニック）

共催：アラガン・ジャパン株式会社

■ 15：00〜16：00

中間報告
「色素異常症に対するピコ秒レーザー治療およびナノ秒レーザー治療」

座長：船坂 陽子（日本医科大学皮膚科）

中間� 色素性病変に対するピコ秒レーザー治療およびナノ秒レーザー治療

大城 貴史（大城クリニック）

中間� 老人性色素斑及び skin rejuvenation に対するピコ秒レーザー及びナノ秒レー

ザー治療

中野 俊二（医療法人中野会 中野医院）

■ 18：10〜19：05

イブニングセミナー	

「機器を用いた美容医療の可能性」

座長：須賀 康（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科）

ES4-1 フラクショナルレーザー搭載複合式 IPL の実力 〜色調からスキンテクスチャー

の治療まで〜

角田加奈子（岩手医科大学皮膚科学講座）

ES4-2 �波長連続照射可能な最新レーザー脱毛機の展望

杉本 庸（杉本美容形成外科）

共催：ルミナス・ビー ジャパン株式会社
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Ｅ会場（WEB開催)

■ 9：40〜10：20

一般演題�

「色素斑，血管系病変�」

座長：川内 康弘（東京医科大学茨城医療センター皮膚科）

上中智香子（和歌山県立医科大学附属病院皮膚科）

O-1 尋常性白斑患者の健常皮膚メラノサイトは正常ではない

川上 民裕（東北医科薬科大学医学部皮膚科）

O-2 パルス色素レーザーが有効であった限局性リンパ管腫の�例

江上 将平（慶應義塾大学病院皮膚科，東京都済生会中央病院皮膚科）

O-3 当院における乳児血管腫に対するプロプラノロール療法のまとめ；特にレーザー

治療併用の有効性について

金澤 早織（熊本大学病院皮膚科）

O-4 パルス色素レーザーと手術療法で治療をした angiolymphoid hyperplasia with

eosinophilia の�例

角田 梨沙（慶應義塾大学医学部皮膚科）

O-5 ビタミン製剤点滴でアナフィラキシーを起こした�例

江上 将平（東京都済生会中央病院皮膚科）

■ 10：40〜11：20

一般演題�

「色素斑，血管系病変�」

座長：上田 厚登（上田皮ふ科）

鵜飼 佳子（国立病院機構東近江総合医療センター皮膚科）

O-11 タクロリムス外用とトラニラスト内服の併用療法が奏効した両手背の肢端持続型

丘疹性ムチン沈着症

豊澤 優衣（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科）

O-12 後天性真皮メラノサイトーシスに対するレーザー治療による炎症後色素沈着の

要因の検討

山口 華央（日本医科大学皮膚科）

O-13 メラノサイトを保持した自家培養表皮を用いた尋常性白斑治療の�例

奥田佳世子（蒲郡市民病院皮膚科）

O-14 前額部先天性血管腫（Rapidly involuting congenital hemangioma）の�例

西原 春奈（名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学）

O-15 ロングパルスダイレーザー（V-Beam
Ⓡ

）によるクモ状血管種の治療経験

塚本 雄大（滋賀医科大学皮膚科）
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■ 12：00〜12：50

ランチョンセミナー�

「表皮バリア機能からアトピー性皮膚炎を考える」

座長：秋田 浩孝（藤田医科大学ばんたね病院皮膚科）

LS5 表皮バリア機能からアトピー性皮膚炎を考える

井川 哲子（旭川医科大学皮膚科学講座）

共催：サノフィ株式会社

■ 13：00〜13：40

一般演題�

「スキンケア�」

座長：岡﨑 静（日本医科大学千葉北総病院皮膚科）

高松 紘子（高松ひろこ皮フ科）

O-36 微細水粒子を用いた化粧品有効成分の皮膚浸透促進効果

藤堂 浩明（城西大学薬学部）

O-37 皮膚バリア機能の低下が乾燥による炎症反応に及ぼす影響

佐藤 直子（小林製薬株式会社中央研究所基盤研究部評価研究グループ）

O-38 非乾燥性敏感肌の特徴とスキンケアによる肌状態の変化

安藤 希（株式会社ナチュラルサイエンス）

O-39 スキントラブルに対する薬用コンシーラーの使用試験

坂田真理子（和歌山県立医科大学皮膚科）

O-40 トラネキサム酸配合クリームのＱスイッチルビーレーザー治療後に生じる炎症後

色素沈着への予防効果と安全性

横山ひかり（株式会社ジェイメック）

■ 15：00〜15：40

一般演題 10
「基礎研究�」

座長：山口 華央（日本医科大学付属病院皮膚科）

沼野香世子（沼野クリニック）

O-46 日本人女性のAI肌解析結果と睡眠の質の相関分析（市販デバイスでの美容管理の

可能性調査）

大木 都（株式会社協和）

O-47 赤色光の表皮への効果

海野 佑樹（株式会社資生堂みらい開発研究所）

O-48 メラノサイト Sirtuin3促進を介した新美白アプローチ

谷澤 佳奈（株式会社ファンケル 総合研究所 ビューティサイエンス研究センター）

O-49 メラニン色素の温度変化を用いた最適波長の研究

河本 敬子（近畿大学生物理工学部生命情報工学科）

O-50 毛包の恒常性を維持する血管由来の微小環境と，ミノキシジルの血管への作用

河野 美夕（神戸学院大学大学院薬学研究科幹細胞生物学研究室，

神戸学院大学薬学部生化学研究室）
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Ｆ会場（WEB開催)

■ 9：40〜10：20

一般演題�

「皮膚老化，痤瘡，痤瘡瘢痕」

座長：赤坂季代美（赤坂病院皮膚科）

加藤 篤衛（医療法人社団友篤会 浦安皮膚科）

O-6 核膜に形態異常を生じた線維芽細胞が周辺細胞に及ぼす影響

大葉 椋介（ポーラ化成工業株式会社）

O-7 マクロファージのM1/M2バランスの乱れはコラーゲンのカルボニル化を促進し

肌のくすみに影響を与える

飛田 亮三（株式会社資生堂 みらい開発研究所）

O-8 レーザーなど複合治療により改善した難治性尋常性痤瘡の当院での治療経験

久田 恭子（KO CLINIC）

O-9 酒さにおけるレーザー治療と外用内服療法の複合治療

高木佐千代（名古屋市立大学病院）

O-10 フラクショナルマイクロニードル RFシステム Seclet を用いた痤瘡瘢痕治療の

経験について

上尾 礼子（関西医科大学香里病院皮膚科）

■ 10：40〜11：20

一般演題	

「毛（再生，脱毛）」

座長：若林麻記子（マキ皮フ科クリニック）

下田 貴子（しもだ皮ふ科クリニッック）

O-16 立毛筋母斑に対してロングパルスアレキサンドライトレーザーを照射し，良好な

脱毛効果が得られた�例

平岡美樹子（虎の門病院皮膚科）

O-17 Cushing 病に脱毛を伴った�例

榊原絵美優（香川大学医学部皮膚科）

O-18 幹細胞培養上清液による毛髪再生

苅部 淳（医療法人社団FAM 麹町皮ふ科形成外科クリニック）

O-19 ダマスクバラ花エキスとハイビスカス花発酵液による保湿性及び毛穴改善効果に

関するメカニズムの探索

野瀬 寛彦（株式会社ミュゼプラチナム）

O-20 蓄熱式脱毛機施術後に出現した左前腕の結節の�例

村上 遥子（昭和大学藤が丘病院皮膚科）
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■ 13：00〜13：40

一般演題�

「基礎研究�」

座長：中園亜矢子（なかぞのスキンクリニック博多皮膚科・美容皮膚科）

佐々木 駿（佐々木皮膚科クリニック）

O-41 肌画像を用いた皮膚常在細菌量予測手法の開発

大島 宏（ポーラ化成工業株式会社）

O-42 短時間の低湿度環境滞在における皮膚応答とファインファイバー技術による緩和

石川 准子（花王株式会社生物科学研究所）

O-43 皮脂中mRNAを指標とした短期乾燥刺激に対するヒト皮膚応答性の解析

高田 直人（花王株式会社生物科学研究所）

O-44 低湿度環境は表皮の浸透圧ストレス応答を誘導すると共に皮膚バリア機能に影響

を与える

田岡 広樹（花王株式会社生物科学研究所）

O-45 ヘパリン類似物質及び抗炎症成分のかゆみ抑制効果

大森 公貴（小林製薬株式会社 ヘルスケア事業部 洋薬開発グループ）

■ 15：00〜15：40

一般演題 11
「機器・注射」

座長：鼻岡 佳子（鼻岡けいこ皮フ科クリニック）

竹井賢二郎（天神竹井皮膚科美容皮膚科）

O-51 ナノサイズ微細水粒子生成器の使用経験

今野みどり（Ｍ＆Ｍスキンケアクリニック）

O-52 過剰な脂肪吸引術後に広範囲の皮膚障害をきたした�例

伊藤 裕代（虎の門病院皮膚科）

O-53 脂肪冷却機器を用いた部分痩せの治療部位別満足度について

御園生佳奈子（湘南美容皮フ科内科クリニック六本木院）

O-54 口唇に対するヒアルロン酸注入の比較検討

山本しおり（湘南美容クリニック立川院）

O-55 美容皮膚科用 肌診断・ユーザーデータ管理システム

包 娜仁（名古屋大学情報学研究科，AquaAge株式会社）
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