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日程表　第 1日目　9月 7日（金）

会長挨拶・会務報告

掌蹠膿疱症と 
マイクロバイオーム
槻木 恵一/黒木 香奈

【村上 正基/河野 通良】

炎症・免疫応答に関わる 
リボヌクレアーゼ

審良 静男
【橋本 公二】

　　　　Janssen 
Psoriasis Award表彰

鳥居・帝國乾癬研究
奨励賞表彰・講演

The Journey to Clear 
Skin in Psoriasis
Brian J. Nickoloff
【島田 眞路】

共催： 日本イーライリリー（株）/
鳥居薬品（株）

腸内細菌とメタボリック 
シンドローム

本田 哲也/木村 郁夫/ 
長谷 耕二

【佐山 浩二/佐野 栄紀】

皮膚科が行える乾癬への
栄養学的アプローチ

白井 厚治
【川田 暁】

文化講演
『坂の上の雲』と松山

松原 正毅
【塩原 哲夫】

懇親会

一般演題（ ）
合併症、基礎疾患（ ）

一般演題（ ）
合併症、基礎疾患（ ）
【小宮根 真弓/坂井 博之】

患者目線で考える 
生物学的製剤の使い方
本間 大/金子 栄

【加藤 則人/多田 弥生】
共催：マルホ（株）

一般演題（ ）
乾癬の増悪・乾癬様皮疹

の誘発
【朝比奈 昭彦/橋本 喜夫】

Holistic Approach to the 
management of Psoriasis
Robert Bissonnette/ 

山崎 文和
【佐藤 伸一/佐伯 秀久】
共催：アッヴィ（同）/エーザイ（株）

一般演題（ ）
治療： 

（ ）
【馬渕 智生/山口 道也】

Where Does Otezla（apremilast）Fit 
into the Rapidly Evolving Treatment 
Landscape for Plaque Psoriasis？
M. Shane Chapman
【山西 清文/奥山 隆平】
共催：セルジーン（株）

乾癬治療におけるTNFα抗体
製剤のポジショニングを考える
南木 敏宏/大畑 千佳
【佐野 栄紀】

共催：日本化薬（株）

モデルマウスを用いた 
乾癬病態の解明
中島 喜美子
【川村 龍吉】

Caseから学ぶ 
掌蹠膿疱症の治療戦略
大久保 ゆかり/小林 里実
【照井 正/山本 俊幸】
共催：ヤンセンファーマ（株）

一般演題（ ）
治療：アプレミラスト（ ）
【高橋 英俊/南 満芳】

進歩する乾癬治療のKey Words 

馬渕 智生/山中 恵一
【大槻 マミ太郎/鶴田 大輔】
共催：協和発酵キリン（株）

一般演題（ ）
研究：基礎

【本間 大/白石 研】

一般演題（ ）
研究：臨床（ ）

【西田 絵美/大山 文悟】

乾癬治療を考える～これ
からの治療戦略（ ）
欠田 成人/今福 信一
【小澤 明/岩月 啓氏】
共催：鳥居薬品（株）

一般演題（ ）
研究：臨床（ ）

【紺野 隆之/今井 康友】

乾癬診療、その先へ
古川 慎哉/浅野 善英

【中川 秀己/梅澤 慶紀】
共催：田辺三菱製薬（株）

一般演題（ ）
研究：臨床（ ）

【鳥居 秀嗣/森実 真】

Aiming for Complete Treatment：
the future of skin research
Michel Gilliet/戸倉 新樹
【清島 真理子/相場 節也】
共催： ノバルティス ファーマ（株）  

メディカル本部/マルホ（株）

一般演題（ ）

【今福 信一/大畑 千佳】

一般演題（ ）
治療：掌蹠爪乾癬、 
顆粒球吸着療法

【武藤 潤/葉山 惟大】

剤形を選ぶ―尋常性乾癬
治療のより良い外用療法―
大谷 道輝/江藤 隆史
【川田 暁/池田 志斈】
共催：レオ　ファーマ（株）/ 
　　　協和発酵キリン（株）

一般演題（ ）
治療により生じた病態（ ）
【山口 由衣/難波 千佳】

展示・ 
休憩会場

乾癬患者統計

記念写真撮影

皮膚科領域講習

皮膚科領域講習

皮膚科領域講習

皮膚科領域講習
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日程表　第 2日目　9月 8日（土）

炎症性疾患発症における

岩倉 洋一郎
【大槻 マミ太郎】

Cutting edge from the 
bench

Michel Gilliet/ 
Kei Yamamoto/ 
Cheng-Che E. Lan

【森田 明理/椛島 健治】

the pathology of psoriasis
藤田 英樹
【飯塚 一】

共催：アッヴィ（同）

乾癬教育プログラム
J-PEARLSⓇ 
皮膚と腸管の免疫 
クロストーク

鳥居 秀嗣/渋谷 彰/ 
本田 哲也

【川田 暁/大槻 マミ太郎】
共催：日本乾癬学会/ 
 ヤンセンファーマ（株）

モーニングセミナー
乾癬ツアー　北の国から～乾
癬の紫外線療法アップデート～

伊藤 圭/安部 正敏
【森田 明理】

共催：ウシオ電機（株）

一般演題（ ）
高齢者、小児

【遠藤 幸紀/伊藤 圭】

一般演題（ ）
乾癬類縁疾患（ ）

【照井 正/大湖 健太郎】

一般演題（ ）
乾癬類縁疾患（ ）

【小林 里実/渡辺 玲】

画像と免疫学からPsAを
理解する

橋本 求/池田 啓
【本田 哲也/山本 俊幸】
共催： ノバルティス ファーマ（株）  

メディカル本部/マルホ（株）

一般演題（ ）
治療：重症例

【藤山 幹子/水谷 陽子】

ハンズオンセミナー
PsA関節エコー 
ハンズオンセミナー
池田 啓/三崎 健太/ 

岡野 匡志
共催：アッヴィ（同）/ 
　    エーザイ（株）

医学研究における法と 
指針について
古田 淳一

【山﨑 研志】

一般演題（ ）
治療：アプレミラスト（ ）
【新井 達/伊藤 寿啓】

一般演題（ ）
合併症、基礎疾患（ ）
【中島 喜美子/安田 正人】

指導医は若手医師を 
どのように育てていくか

泉 美貴
【東 裕子】

膿疱性乾癬に対する顆粒球・単球吸着
療法～実臨床における役割を考える～
池田 志斈/小池 雄太/ 
立石 千晴/大久保 ゆかり
【江藤 隆史/金蔵 拓郎】
共催：（株）JIMRO

若手セミナー
乾癬患者を良く知ろう 
～自ら問う、日常診療改善

スキル
大槻 マミ太郎/安部 正敏/ 
多田 弥生/遠藤 幸紀
共催：レオ　ファーマ（株）

一般演題（ ）
治療により生じた病態（ ）
【中島 英貴/渡部 大輔】

Asian Psoriasis 
Forum

馬渕 智生/Pingshen Fan/ 
Dino Tsai/Dong Hyun Kim
【Hae-Jun Song/山中 恵一/ 

Min Zheng】
共催：ヤンセンファーマ（株）

病態から考えるバイオ選択
佐藤 伸一/森田 明理

【五十嵐 敦之/藤本 学】
共催：ヤンセンファーマ（株）/ 

　大鵬薬品工業（株）

一般演題（ ）
治療により生じた病態（ ）
【神谷 浩二/福地 修】

乾癬患者友の会 
学習懇談会

一般演題（ ）
合併症、基礎疾患（ ）
【渡辺 秀晃/大磯 直毅】

一般演題（ ）
治療： 

（ ）
【藤田 英樹/林 宏明】

一般演題（ ）
治療： 

バイオスイッチ、継続率
【東山 真里/鶴田 紀子】

外用剤（開業医目線の 
乾癬外用治療戦略）
佐藤 俊宏/日野 亮介

【菅井 順一/橋本 秀樹】
共催：マルホ（株）

展示・ 
休憩会場

【　　】は座長

 閉会の辞

専門医共通講習

皮膚科領域講習

皮膚科領域講習
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