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日程表　7月 2日（土）　【1日目】
第1会場

（グランドボールルームB・C）
第 2会場

（グランドボールルームD）
第 3会場
（ロジェー）

ポスター・企業展示会場
（グランドボールルームA）

8：00

30

9：00

30

10：00

30

11：00

30

12：00

30

13：00

30

14：00

30

15：00

30

16：00

30

17：00

30

18：00

30

19：00

開会の辞

教育講演1
「胎児皮膚の成熟プロセスと 
早産児の皮膚ケアのポイント」

座長：吉田和恵
演者：山田恭聖

教育講演2
「エピジェネティクスと皮膚疾患　
アレルギー疾患を中心に」
座長：佐伯秀久　
演者：玉利真由美

総会

ランチョンセミナー1
「チーム医療で考える 
小児アトピー性皮膚炎」
座長：成田雅美　　　　　
演者：二村昌樹、原口　純
共催：大塚製薬（株）　　　

教育講演3
「自己炎症性疾患を知り、 

「わからない」疾患を減らそう」
座長：西小森隆太
演者：金澤伸雄　

教育講演4
「コロナ禍を機に再考する 
こどものメンタルヘルス」
座長：檜垣祐子
演者：田中恭子

スポンサードシンポジウム
「How to mitigate itch in 

atopic dermatitis 
―小児アトピー性皮膚炎の 
新たな治療戦略―」

座長：大嶋勇成、田中暁生
演者： 端本宇志、杉山晃子、 

近藤康人、藤澤隆夫
共催：マルホ（株）

シンポジウム1
「結節性硬化症」

座長：久保亮治、樋野興夫　
演者：新井田要、佐藤敦志、 
　　　金田眞理、岡西　徹

ランチョンセミナー2
「アトピー性皮膚炎治療  

Up to Date」
座長：松原知代、江藤隆史　
演者：杉浦至郎、常深祐一郎
共催：アッヴィ（同）　　　　

シンポジウム2
「アトピー性皮膚炎」

　座長：常深祐一郎、吉原重美
　演者： ニヨンサバフランソワ、 

成田雅美、本田哲也、 
中村晃一郎、井上祐三朗

シンポジウム3
「食物アレルギー」

座長：森田栄伸、野村伊知郎
演者：稲毛英介、森田英明、　 
　　　千貫祐子、矢上晶子　

イブニングセミナー1
「小児アトピー性皮膚炎治療を考える」
座長：鶴田大輔　　　　　
演者：福家辰樹、田中暁生
共催：鳥居薬品（株）　　　

一般演題
「湿疹」　1～5

座長：片桐一元、五十嵐徹

一般演題
「血管浮腫、その他」　6～10
座長：石黒直子、馬場直子

ランチョンセミナー3
「思春期ざ瘡を考える」
座長：林　伸和、黒川一郎
演者：谷岡未樹、大塚篤司
共催：サンファーマ（株）　

一般演題
「母斑症、形成異常」　11～15
座長：小林里実、中野　創

スポンサードセミナー
「子どものキズの治し方」

座長：二村昌樹
演者：中西健史、石氏陽三
共催： （株）ピエール ファーブル ジャポン（アベンヌ）

一般演題
「角化症」　16～20
座長：新井　達、金蔵拓郎

イブニングセミナー2
「小児アトピー性皮膚炎における

保湿剤の役割」
座長：上出良一　　　　　
演者：石氏陽三、馬場直子
共催：サンファーマ（株）　

ポスター・企業展示会場

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

皮膚科領域講習

皮膚科領域講習
小児科領域講習

皮膚科領域講習
小児科領域講習

8：55～9：00
9：00～10：00

10：10～11：10

11：20～11：50

12：00～13：00

13：10～14：10

14：20～15：20

15：30～17：30

9：00～10：30

12：00～13：00

13：10～15：10

15：20～16：50

18：00～19：00

9：00～9：40

9：50～10：30

12：00～13：00

13：10～13：50

14：20～15：20

15：30～16：10

18：00～19：00

9：00～18：00
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日程表　7月 3日（日）　【2日目】
第1会場

（グランドボールルームB・C）
第 2会場

（グランドボールルームD）
第 3会場
（ロジェー）

ポスター・企業展示会場
（グランドボールルームA）

8：00

30

9：00

30

10：00

30

11：00

30

12：00

30

13：00

30

14：00

30

15：00

30

16：00

30

17：00

30

18：00

30

19：00

教育講演5
「小児の血管腫・母斑症の 

分子病態学」
座長：林　礼人
演者：神人正寿

教育講演6
「COVID-19関連小児多系統 
炎症性症候群について」

座長：池田志斈
演者：松原知代

特別講演
「COVID-19の制御のために 

知っておくべきこと」
座長：清水俊明
演者：堀　　賢

ランチョンセミナー4
「こどものアトピー性皮膚炎～早期
治療と外用指導の重要性～」
座長：佐々木りか子、池田志斈
演者：堀向健太、大塚篤司　　
共催：大塚製薬（株）　　　　　

教育講演7
「皮膚病変を伴う 
原発性免疫不全症」
座長：須賀　康
演者：今井耕輔

シンポジウム4
「アレルギー疾患と 
マイクロバイオーム」

座長：下条直樹、金子一成　
演者：下条直樹、松岡悠美、 
　　　千葉幸英、石川　大

ランチョンセミナー5
「長期寛解維持を目指した 
アトピー性皮膚炎の治療戦略」
座長：二村昌樹、益田浩司
演者：小澤麻紀、吉原　渚
共催：サノフィ（株）　　　

シンポジウム5
「学校保健と感染症、 
マスクに関するスキンケア」

座長：日野治子、藤澤隆夫
演者： 高山かおる、佐々木りか子、

加藤則人、田知本寛

閉会の辞

　　　 モーニングセミナー
「川崎病 Up To Date」

座長：佐伯秀久
演者：濱田洋通、三石　剛
共催：一般社団法人日本血液製剤機構

一般演題
「膠原病、水疱症ほか」

21～26
座長：青山裕美、波多野豊

　　一般演題
「肉芽腫症、腫瘍」　27～31
座長：茂木精一郎、小林正夫

ランチョンセミナー6
「小児における乾癬とアトピー性皮膚炎」
座長：佐伯秀久
演者：三井　浩、梅澤慶紀
共催： ノバルティス ファーマ（株）/

マルホ（株）

一般演題
「感染症」　32～36
座長：今福信一、大日方薫

ポスター・企業展示会場

皮膚科領域講習

皮膚科領域講習

皮膚科領域講習
小児科領域講習

皮膚科領域講習
小児科領域講習

皮膚科領域講習
9：00～10：00

10：10～11：10

11：20～12：20

12：30～13：30

13：40～14：40

9：00～10：30

12：30～13：30

13：40～15：10

15：10～15：15

8：00～8：50

9：00～9：48

10：00～10：40

12：30～13：30

13：40～14：20

9：00～14：30




