
優秀論文賞授与式

9:35-11:35

教育講演4
アンチエイジング

座長：山田 秀和、河野 太郎
演者：山田 秀和、河野 太郎、

宮田 成章、船坂 陽子

11:40-12:40

特別講演2
老化細胞を標的とした
抗老化治療開発

　　   座長：森田 明理
　　   演者：南野 徹

12:45-13:35
ランチョンセミナー6

プロフェッショナルが語る新世代
デバイスを用いた最先端治療

座長：宮田 成章
演者：今泉 明子、黄 聖琥
共催：Jeisys Medical Japan㈱

13:45-15:45

教育講演7
最先端研究からみた
光老化の病態と治療

座長：森脇 真一、清水 忠道
演者：井上 紳太郎、高橋 慶人、
椎名 毅、長濱 通子

閉会式・次期会頭挨拶

9:35-11:35

シンポジウム4
美容医療に必須 !
顔のダーモスコピー
良性? 悪性?

座長：田中 勝、福島 聡
演者：外川 八英、古賀 弘志、

岸 晶子、岩澤 うつぎ

12:45-13:35

ランチョンセミナー7
美から健康へ

～求められる化粧品～

13:45-15:45

シンポジウム6
トラブルシューティング：
こんな時はどうする?
座長：白壁 征夫、青木 律
演者：佐藤 英明、今泉 明子、
石川 浩一、塚原 孝浩

9:35-11:35

シンポジウム5
美容医療における

レーザー・光治療の実際

座長：須賀 康、高木 佐千代
演者：根岸 圭、朝山 祥子、

高木 佐千代、西村 陽一

12:45-13:35

ランチョンセミナー8
基礎と臨床の両面からみた
LEDの美容皮膚科への応用

13:45-15:45

シンポジウム7
毛髪医療の未来予想図

2022
座長：加藤 則人、乾 重樹
演者：伊藤 泰介、栁澤 正之、

カジ タヘルザマン、
尾郷 正志

9:35-11:35

教育講演5
血管病変

座長：神人 正寿、常深 祐一郎
演者：馬場 直子、長濱 通子、

八代 浩、遠藤 英樹

12:45-13:35

ランチョンセミナー9
サイノシュアー社最新機器の有用性

～最新ピコ秒レーザー・最新脱毛機器～

13:45-15:45

教育講演8
美容医療における

リスク回避と医療安全

座長：佐伯 秀久、須賀 康
演者：須賀 康、小林 弘幸、
大磯 義一郎、秋田 浩孝

16:15-18:15

第11回
日本痤瘡研究会学術大会

16:15-18:15

2022年度日本皮膚科学会認定
美容皮膚科・レーザー
指導専門医研修会

8:30-9:25
モーニングセミナー4

力を加えて皮膚を若返らせる? －メカノバイ
オロジーからメカノトリートメントまで－
　　   座長：奥山 隆平
　　   演者：小川 令
　　   共催：㈱MTG

8:30-9:25
モーニングセミナー3

卵巣老化メカニズムの解明による
卵巣老化防止、根治法の開発

   座長：山田 秀和
   演者：島田 昌之
   共催：ロート製薬㈱

8:30-9:25
モーニングセミナー2
美容皮膚科における
レーザー治療

座長：林 伸和
演者：小林 直隆、成田 智彦
共催：シネロン・キャンデラ㈱

8:30-9:25
モーニングセミナー1

当院で行っている美容皮膚科的治療：注入製剤に
よるフェイシャル・リジュビネーション～術後ケアまで

  座長：漆畑 修
  演者：西川 礼華
  共催：PRSS.Japan㈱

13:45-15:45

Asian session 3
Dermatological surgery 

and wound healing

  Chairs：Kee Yang Chung、
  Hiroshi Kato

  Speakers：KI-Hoon Song、
  Yasuhiro Nakamura、
  Byung-Ho Oh、
  Takafumi Kadono

9:35-11:35

Asian session 2
The latest information on cosme-

tology dermatology from Asia
　　Chairs：Tokuya Omi、

　　Katsuko Kikuchi
　　Speakers：CL Goh、

　　Tokuya Omi、
　　Katsuko Kikuchi、
　　Suk Bae Seo

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

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

12:45-13:35

  座長：川田 暁
  演者：奥 謙太郎、西堀 公治
  共催：サイノシュアー㈱

12:45-13:35

   座長：伊藤 泰介
   演者：乾 重樹
   共催：㈱アデランス

12:45-13:35

  座長：山本 有紀、小林 美和
  演者：熊西 麗衣、曽山 聖子
  共催：持田ヘルスケア㈱

同時通訳あり

同時通訳あり

日程表 Schedule, Day 28月7日（日）2日目

9:35-11:35

教育講演6
きれいな傷跡を目指して

座長：山本 有紀、前川 武雄
演者：小川 令、村松 英之、

カルデナス 暁東、佐藤 茂

13:45-15:45

教育講演9
そのシミ，皮膚がんと
鑑別できてますか?

座長：田中 勝、奥山 隆平
演者：正木 仁、皆川 茜、

佐藤 俊次、澤田 美月

9:00-15:30

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】

8:30-15:30

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】

8:30-15:30

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】

～ 16:00

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.

8:30-14:00

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

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00
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 28月7日（日）2日目
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