
9:00-9:30

会頭挨拶・総会

9:40-11:40

シンポジウム1
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、吉村 浩太郎
演者：宮田 成章、鈴木 芳郎、

吉村 浩太郎、古山 登隆

12:00-12:50
ランチョンセミナー1

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
演者：田中 亜希子、岩城 佳津美
共催：ワイズ・インターナショナル㈱

13:00-13:40

優秀演題賞
A-1～A-5

座長：浅田 秀夫、田中 敬子

13:55-14:50
スイーツセミナー1

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
演者：奥 謙太郎、牧野 良彦
共催：メトラス㈱

15:00-17:00

シンポジウム2
レーザー機器の基礎知識

  座長：秋田 浩孝、森脇 真一
  演者：秋田 浩孝、古村 南夫、

  宮田 成章、乃木田 俊辰

17:05-18:05

特別講演1
老化細胞除去による
個体老化制御

　　   座長：森田 明理
　　   演者：中西 真

9:40-11:40

教育講演1
美容と関わる感染症

座長：渡辺 大輔、今福 信一
演者：大毛 宏喜、伊東 秀記、
三石 剛、冨田 秀太

12:00-12:50
ランチョンセミナー2

もうワンランク上を目指す美肌治療
座長：中野 俊二
演者：真弓 愛、中野 俊二
共催：キュテラ㈱

13:00-13:40

一般演題5
レーザー・光・RF・超音波機器 O-21～O-25
座長：植木 理恵、大日 輝記

13:55-14:50
スイーツセミナー2
美への複合的アプローチ
～いろ・かたち～

座長：石川 浩一
演者：近藤 謙司、土屋 沙緒
共催：㈱ジェイメック

15:00-17:00

シンポジウム3
光治療のこれまでとこれから

座長：新谷 洋一、西田 絵美
演者：西田 絵美、神田 弘貴、
長濱 通子、上尾 礼子

9:40-11:40

教育講演2
皮膚再生

座長：市橋 正光、難波 大輔
演者：市橋 正光、北條 元治、

板井 恵理子、難波 大輔

12:00-12:50

ランチョンセミナー3
座長：尾見 徳弥
演者：山口 麻子、遠山 昭子
共催：メディカランド㈱

13:00-13:40

一般演題6
レーザー・ケミカルピーリング O-26～O-30

座長：国本 佳代、乗杉 理

13:55-14:50
スイーツセミナー3

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
座長：中野 俊二
演者：黄 聖琥
共催：マーベラスビューティージャパン㈱

9:40-11:40

教育講演3
最新の痤瘡治療

座長：林 伸和、門野 岳史
演者：木村 有太子、黒川 一郎、

中南 秀将、野村 有子

12:00-12:50

ランチョンセミナー4
座長：高田 章好
演者：坪内 利江子、大久保 由有
共催：㈱セレーネメディカル

13:00-13:40

一般演題7
スキンケア1 O-31～O-35
座長：堀川 永子、吉田 亜希

13:55-14:50
スイーツセミナー4

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
演者：堀内 祐紀、井上 詠子
共催：アラガン・ジャパン㈱

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
演者：大城 貴史、中野 俊二

18:10-19:05
イブニングセミナー1
患者さんとつくる
ニキビ治療計画

座長：林 伸和、石河 晃
演者：小林 美和、乃木田 俊辰
共催：サンファーマ㈱

18:10-19:05
イブニングセミナー2

ZO SKIN HEALTH
～Healthy Skinへのアプローチ
座長：森脇 真一、野本 真由美
演者：一宮 弘子、田中 倫子
共催：キュテラ㈱

18:10-19:05
イブニングセミナー3
ムービング式HIFUによる

たるみ治療
座長：長谷川敏男
演者：宮田 成章、田中 亜希子
共催：㈱アブソルート

18:10-19:05
イブニングセミナー4

機器を用いた
美容医療の可能性

座長：須賀 康
演者：角田 加奈子、杉本 庸
共催：ルミナス・ビー ジャパン㈱

9:40-10:20

一般演題1
色素斑、血管系病変1 O-1～O-5
座長：川内 康弘、上中 智香子

12:00-12:50
ランチョンセミナー5

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
　　   演者：井川 哲子
　　   共催：サノフィ㈱

13:00-13:40

一般演題8
スキンケア2 O-36～O-40
座長：岡﨑 静、高松 紘子

15:00-15:40

一般演題10
基礎研究2 O-46～O-50
座長：山口 華央、沼野 香世子

10:40-11:20

一般演題3
色素斑、血管系病変2 O-11～O-15
座長：上田 厚登、鵜飼 佳子

15:00-17:00

Asian session 1
State of the art aesthetic 

dermatology in Asia

  Chairs：Akimichi Morita、
  Akira Ishiko

  Speakers：Leihong Flora Xiang、
  Akira Ishiko、
  Hassan I. Galadari

A会場
5F メインホール1

B会場
5F メインホール2

C会場
4F ホールB-1

D会場
4F ホールB-2

E会場
　　　Webのみ

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

12:00-12:50

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

優秀論文賞授与式優秀論文賞授与式優秀論文賞授与式

同時通訳あり

日程表 Schedule, Day 18月6日（土）1日目

9:40-10:20

一般演題2
皮膚老化、痤瘡、痤瘡瘢痕 O-6～O-10
座長：赤坂 季代美、加藤 篤衛

10:40-11:20

一般演題4
毛（再生、脱毛） O-16～O-20
座長：若林 麻記子、下田 貴子

13:00-13:40

一般演題9
基礎研究1 O-41～O-45
座長：中園 亜矢子、佐々木 駿

15:00-15:40

一般演題11
機器・注射 O-51～55

座長：鼻岡 佳子、竹井 賢二郎

9:30-18:00

ハンズオンセミナー3

スキンケアセミナー
〔時間制，事前予約制〕

共催：
ビッグブルー㈱

【2日間開催いたします】

9:30-18:00

ハンズオンセミナー2

Tea Break Session／
Jeisys Online Academy
（Webinar）上映会

共催：
Jeisys Medical 

Japan㈱

【2日間開催いたします】

9:30-18:00

ハンズオンセミナー1

JMEC
ハンズオンラーニング
〔時間制，事前予約制〕

共催：
㈱ジェイメック

【2日間開催いたします】

9:00～

オンデマンド
ウェブセミナー

美容皮膚科ではじめる
最新たるみ治療と
フェムゾーン治療

　演者：宮田 成章、
渡邊 千春

共催：
ハルテック㈱／
Fotona d.o.o.

9:00-18:00

企業展示

ハンズオン会場①
5F ミーティングルーム1

企業展示会場
①5F ホールA　②4F ロビー

ハンズオン会場②
5F ミーティングルーム2

ハンズオン会場③
5F ミーティングルーム4

F会場
　　　Webのみ

オンデマンド会場
　　　Webのみ

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00
取得可能単位数： 2単位 1単位

日本皮膚科学会の会員証をご持参いただき、セッション開始までに受付機にて来場チェックを行ってください。
機構認定専門医制度による後実績単位（皮膚科領域講習）

日程表 Schedule, Day 18月6日（土）1日目
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