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第 38 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会
スケジュール
月 12 日（土）
第会場（本館Ｆ

コンコードＡ）

■ 8：30〜10：30

皮膚科領域講習

教育講演Ⅰ

「光の作用を知ろう！光老化・光発癌を含めて」
座長：錦織千佳子（神戸大学大学院医学研究科皮膚科学分野）
清水
岡﨑 忠道（富山大学学術研究部医学系皮膚科学）
静（日本医科大学千葉北総病院皮膚科）
．光老化の発症メカニズム −真皮の変化について−
清水

忠道（富山大学学術研究部医学系皮膚科学）

．新型コロナウイルスに有効な 222 nm-UVC は皮膚発癌を起こさない
国定

充（神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野）

．UVA に皮膚がん発症への影響はあるか？
錦織千佳子（神戸大学大学院医学研究科皮膚科学分野）
．近赤外線，可視光線が私たちへ及ぼす影響
岡﨑

静（日本医科大学千葉北総病院皮膚科）

■ 10：40〜12：10

スポンサードシンポジウム
「女性の美容はホルモンケアから！」
座長：松永佳世子（藤田医科大学医学部アレルギー疾患対策医療学）
神田奈緒子（日本医科大学千葉北総病院皮膚科）
．ホルモンを制するものが美容を制する
〜閉経後女性へのエクオールの効果と可能性
髙松

潔（東京歯科大学市川総合病院産婦人科）

．女性のライフステージにおける美肌ケア・エクオールのシワに対する効果と安全性
松永佳世子（藤田医科大学医学部アレルギー疾患対策医療学）
．更年期女性の毛髪ケアにおける女性ホルモンの重要性
〜最新知見；エクオールへの期待〜
植木

理恵（順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター皮膚科）
共催：大塚製薬株式会社
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■ 12：25〜13：15

ランチョンセミナー
キャンセル
「部分痩身治療の最前線

第会場（本館Ｆ

コンコードＢ）

■ 8：00〜8：30
会頭挨拶

船坂

総

陽子（日本医科大学皮膚科）

会

■ 8：30〜10：30

皮膚科領域講習

教育講演Ⅱ

「アンチエイジングとスポーツ医学」
座長：川名
関東

誠司（東横皮膚科・アレルギー科）
裕美（東邦大学医療センター大森病院皮膚科）

．見た目のアンチエイジング総論
山田

秀和（近畿大学奈良病院皮膚科，近畿大学アンチエイジングセンター）

．皮膚のアンチエイジング〜皮膚科臨床医としてできること〜
菊地

克子（医療法人社団廣仁会 仙台たいはく皮膚科クリニック，東北大学医学部）

．見た目の老化：Body のアンチエイジング
山下

理絵（湘南藤沢形成外科クリニック R）

．美しく年を重ねるためのスポーツ医学〜美容皮膚科学への応用〜
上田由紀子（ニュー上田クリニック，国立スポーツ科学センタースポーツクリニック）
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■ 10：40〜12：10

皮膚科領域講習

シンポジウム
「肝斑を見極める！」
座長：川島

眞（医療法人社団ウェルエイジング，医療法人翠奏会，
医療法人リアルエイジ静哉会）

船坂

陽子（日本医科大学皮膚科）

．Pathologic findings and regenerative approaches in melasma
Kyoung Chan Park（Seoul National University, Bundang Hospital, Korea）
．肝斑に対するケミカルピーリングや外用美白剤の有効性について
長濱

通子（神戸百年記念病院皮膚科美容皮膚科）

．肝斑におけるトラネキサム酸のエビデンス
木村有太子（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科）
．肝斑におけるレーザー治療のエビデンス
船坂

陽子（日本医科大学皮膚科）

■ 12：25〜13：15

ランチョンセミナー
座長：漆畑

修（宇野皮膚科医院）

美容医学とアンチエイジング：美容皮膚科に必要なオプションとテクニック Update2020
山下

理絵（湘南藤沢形成外科クリニック R）
共催：PRSS. Japan 株式会社

第会場（本館Ｆ

コンコードＣ）

■ 8：30〜10：30

皮膚科領域講習

教育講演Ⅲ

「レーザー・光治療の入門」
座長：遠藤

英樹（近畿大学医学部皮膚科学教室）

木村有太子（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科）
加藤

篤衛（浦安皮膚科，日本医科大学皮膚科）

．色素病変に対するレーザー・光治療
秋田

浩孝（藤田医科大学ばんたね病院皮膚科）

．血管病変に対するレーザー治療
河野

太郎（東海大学医学部外科学系形成外科学）

．レーザー脱毛の基本
乃木田俊辰（新宿南口皮膚科，東京医科大学）
．RF，フラクショナルレーザーの基本
古村
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南夫（福岡歯科大学医科歯科総合病院皮膚科）
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■ 10：40〜12：10

スポンサードシンポジウム
「ポストコロナ時代の美容皮膚診療

〜非侵襲的治療アップデート 2020〜」
座長：酒井

直彦（銀座Ｓ美容・形成外科クリニック）

坪内利江子（銀座スキンクリニック）
．顔面の形態・表情を変えない若返り治療の患者ニーズ
〜アミノ酸・非架橋ヒアルロン酸混合製剤の臨床検討〜
原

かや（八重洲形成外科・美容皮膚科）

．メソセラピーの基礎と美容皮膚科領域でのメソ製剤の選択
谷

祐子（広尾プライム皮膚科）

．非侵襲的美容皮膚治療における諸種薬剤注入器の多様化と臨床経験
牧野

良彦（まりもクリニック）
共催：メトラス株式会社

■ 12：25〜13：15

ランチョンセミナー
「プロフェッショナルに学ぶ，患者満足度をあげる工夫
〜レーザー，光，フラクショナル RF を用いて〜」
座長：船坂

陽子（日本医科大学皮膚科）

．イーロスプラスを用いたリジュビネーション活用術
〜肌質改善からニキビ跡治療まで〜
高須英津子（高須クリニック 栄院）
．最短パルス幅ピコ秒レーザー Picoway の理論と臨床
〜光熱作用ナノ秒から光音響作用ピコ秒へ〜
宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）
共催：シネロン・キャンデラ株式会社

■ 13：40〜14：40
教育講演Ⅴ

「機器による治療入門」
座長：上中智香子（和歌山県立医科大学光学的美容皮膚科講座・皮膚科学講座）
下田

貴子（しもだ皮ふ科クリニック，日本医科大学皮膚科）

．機器による痩身治療
宮田

成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

．美容皮膚科における Drug Delivery のメカニズムを知る！
松永由紀子（株式会社資生堂 グローバルイノベーションセンター）
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■ 14：40〜15：40
14：45〜15：45

皮膚科領域講習

教育講演Ⅶ

「ケミカルピーリング入門」
座長：古川

福実（日本赤十字社高槻赤十字病院）

大日 輝記（香川大学医学部皮膚科学）
末木

博彦（昭和大学医学部皮膚科）

．グリコール酸を用いたケミカルピーリング
山本

有紀（和歌山県立医科大学皮膚科）

．サリチル酸を用いたケミカルピーリング
小林

美和（医療法人こばやし皮膚科クリニック）

■ 15：50〜16：40

スイーツセミナー
座長：倉田荘太郎（別府ガーデンヒルクリニックくらた医院）
いかに Light emitting diode（LED）を美容皮膚科に導入するか：
そのロジックとエビデンス
乾

重樹（大阪大学皮膚毛髪再生医学，心斎橋いぬい皮フ科）
共催：株式会社アデランス

■ 16：50〜17：40

イブニングセミナー
座長：大慈弥裕之（福岡大学医学部形成外科）
アクネスカーの治療戦略
−フラクショナル RF という選択−
久保田潤一郎（久保田潤一郎クリニック）
共催：クレシオ株式会社
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第会場（南館Ｆ

扇）

■ 8：30〜10：30

皮膚科領域講習

教育講演Ⅳ

「傷跡を綺麗にするための工夫」
座長：大井
朝山

綱郎（あたご皮フ科）
祥子（日本医科大学皮膚科）

．瘢痕形成・ケロイド体質の最新理論から予防・治療の実践
小川

令（日本医科大学形成外科）

．瘢痕に対するレーザー治療
中野

俊二（医療法人中野会 中野医院）

．痤瘡瘢痕に対する当院の治療方法について
戸佐

真弓（まゆみクリニック）

．多発性痤瘡後ケロイドに対する光線力学療法
土佐眞美子（日本医科大学形成外科）

■ 12：25〜13：15

ランチョンセミナー
「限りないポテンシャル

新たな HIFU，ニードル RF との出会い」
座長：秋田

浩孝（藤田医科大学ばんたね病院皮膚科）

．Potenza（ポテンツァ）
：マイクロニードル×高周波を用いた肝斑や酒さ，痤瘡瘢痕
に対する臨床的効果について
今泉

明子（医療法人社団青泉会 今泉スキンクリニック）

．ULTRAcel Q ＋による HIFU 治療の新たな可能性
曽山 聖子（医療法人浩聖会 セイコメディカルビューティクリニック）
共催：Jeisys Medical Japan 株式会社

■ 13：30〜15：30
13：40〜15：40

皮膚科領域講習

教育講演Ⅵ

「美容皮膚科における再生医療」
座長：市橋
西村

正光（アーツ銀座クリニック）
栄美（東京医科歯科大学難治疾患研究所）

．色素幹細胞と白髪 UpToDate
西村 栄美（東京医科歯科大学難治疾患研究所）
．美容皮膚科領域における脂肪由来幹細胞を用いた再生医療
井上

啓太（アヴェニューセルクリニック）

．当クリニックにおける再生医療治療及び再生医療による美容皮膚科治療の実際
大賀

勇人（ナチュラルハーモニークリニック表参道）

．周期的圧刺激による新しい発毛効果
高田 弘弥（日本医科大学抗加齢予防医学講座）
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■ 15：50〜16：40

スイーツセミナー
座長：市橋

正光（アーツ銀座クリニック）

ミトコンドリア動態を標的にした抗加齢戦略
柳

茂（学習院大学理学部生命科学科）
共催：大正製薬株式会社

■ 16：50〜17：40

イブニングセミナー
「焦点式ショックウェーブ（ESWT）を使用した部分痩身治療」
座長：平井

隆（渋谷イースト・クリニック）

．焦点式ショックウェーブ（ESWT）を使用した部分痩身治療
山下

理絵（湘南藤沢形成外科クリニック R）

．焦点式ショックウェーブ（ESWT）を使用した美顔・部分痩身治療
伊藤 史子（医療法人社団 Xanadu あやこいとうクリニック）
共催：株式会社メディカルロジック

第会場（南館Ｆ

錦）

■ 8：30〜9：02
一般演題Ⅰ

座長：須賀

康（順天堂大学浦安病院皮膚科）

O-1

外的要因による頭皮環境の悪化とミノキシジルの発毛作用に及ぼす影響

O-2

頭皮環境悪化と頭皮悩み改善成分が毛包細胞に及ぼす影響

O-3

閉経後女性における薄毛とエクオール産生能に関する調査研究

O-4

分光器を用いたメラニン色素に対する最適波長の検討

井野口友紀（大正製薬株式会社）
新井
宮川
河本

良平（大正製薬株式会社）

春菜（大塚製薬株式会社佐賀栄養製品研究所）
敬子（近畿大学生物理工学部生命情報工学科）

■ 9：10〜9：42
一般演題Ⅱ

座長：山口

華央（日本医科大学皮膚科）

O-5

サイタイエキス粉末配合食品のヒト皮膚機能に与える効果

O-6

ヘアブリーチ剤に含有された過硫酸塩によるアナフィラキシーの例

濱田
神﨑
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和人（株式会社協和）

美玲（水戸済生会総合病院皮膚科）

Aesthetic Dermatology Vol.30，2020

O-7
O-8

演題取下げ
Blockchain-and AI-Based Female Genital Cosmetic Surgery（FGCS）
：Beyond a
Mechanistic View of Sexual Satisfaction
Wen Hsien Ethan Huang（GeneHope Medical Aesthetics Group, Taipei, Taiwan）

■ 12：25〜13：15

ランチョンセミナー
座長：石川

浩一（クロスクリニック銀座）

ハイブリッド・HIFU シャワーのスキンリジュビネーション効果
〜ウルトラフォーマーⅢと PQAge ピーリングのコンビネーション治療について〜
牧野

良彦（まりもクリニック）
共催：株式会社 INFIX

■ 13：40〜14：12
一般演題Ⅲ

O-9

座長：前川

武雄（自治医科大学皮膚科）

高山

良子（日本医科大学皮膚科）

フェイスラインの引き上げを目的とした，白血球含有多血小板血漿（自家）に
よる皮膚再生療法の治療経験
福田

和義（ももスキンケアクリニック）

O-10

眼瞼黄色腫に対しトリクロロ酢酸ピーリングが著効した 1 例

O-11

ケミカルピーリング，イオン導入が有効であった Rolling scar の例

O-12

Efficacy of autologous platelet-rich plasma combined with Angelica dahurica on

前島

真帆（日本医科大学付属病院皮膚科）
黒川 一郎（明和病院皮膚科）

natural skin whitening：A prospective study
Wen Hsien Ethan Huang（GeneHope Medical Aesthetics Group, Taipei, Taiwan）

■ 14：15〜14：55
一般演題Ⅳ

座長：吉田

亜希（虎の門病院皮膚科）

O-13 尋常性白斑と老人性色素斑の合併に複合的治療が有効であった 1 例
清村

咲子（獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科）

O-14 低フルエンス Q-switch Nd：YAG laser 照射で改善した Ashy dermatosis の例
井上

由貴（日本医科大学付属病院皮膚科）

O-15 両頬外側にのみ色素斑を認めた後天性真皮メラノサイトーシスの例
井渕

善聖（日本医科大学付属病院皮膚科）

O-16 ロングパルスダイレーザー（V-Beam）によるクモ状血管腫の治療経験
金

滋仁（群馬大学附属病院皮膚科）
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®

O-17 酒さに対するアゼライン酸高濃度配合クリーム（DRX AZA クリア ）外用の
有効性の検討
渡辺

彩乃（岩手医科大学皮膚科）

■ 15：00〜15：40
一般演題Ⅴ

座長：若林麻記子（マキ皮フ科クリニック）
佐藤
O-18

英明（自由が丘クリニック）

フラッシュランプ光治療器による顔面と手背の色素性病変に対する治療経験
山本

晴代（近畿大学病院皮膚科）

O-19 Ｑスイッチルビーレーザー治療が奏功した表在播種型汗孔角化症の例
伊藤

裕代（虎の門病院

皮膚科）

O-20

毛細血管拡張症のレーザー治療中に診断された左鼻翼部基底細胞癌の例

O-21

尋常性白斑に対するエキシマレーザー治療

O-22

当院における蓄熱式レーザー脱毛機器による脱毛治療経験〜トラブル症例の検討〜

宮田
魚住

彩可（順天堂大学浦安病院皮膚科）
知美（日本医科大学付属病院皮膚科）
上田 厚登（上田皮ふ科）

■ 15：50〜16：40

スイーツセミナー
座長：長谷川敏男（順天堂大学医学部附属静岡病院）
たるみ治療機器 HIFU の基本と新しい臨床−痛みを軽減したムービング式機器の登場−
宮田

成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）
共催：株式会社アブソルート

■ 16：50〜17：40

イブニングセミナー
「光老化対策〜明日からの診療に役立つノウハウ」
座長：山本 有紀（和歌山県立医科大学皮膚科学教室）
井上

多恵（さいたま赤十字病院皮膚科）

．アトピー性皮膚炎や痤瘡に対するサンスクリーン剤の有用性と安全性
上中智香子（和歌山県立医科大学光学的美容皮膚科講座・皮膚科学講座）
．美容皮膚科診療に必要なサンスクリーン剤についての基礎知識
菊地

克子（医療法人社団廣仁会 仙台たいはく皮膚科クリニック，東北大学医学部）
共催：アクセーヌ株式会社
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