
�月 13 日（日）

第�会場（本館�Ｆ コンコードＡ）

■ 8：00〜8：50

モーニングセミナー�

座長：市橋 正光（アーツ銀座クリニック）

皮膚におけるビタミンＣの働き−皮膚でのエピジェネティクス研究も含めて−

石神 昭人（東京都健康長寿医療センター研究所老化制御研究チーム分子老化制御）

共催：ロート製薬株式会社

■ 9：00〜11：00 皮膚科領域講習
教育講演Ⅷ

「補完療法・機能性食品」

座長：野本真由美（野本真由美スキンケアクリニック，野本真由美クリニック銀座）

市山 進（日本医科大学付属病院皮膚科）

�．ウイルス疾患に対する漢方治療のメカニズム

高橋 秀実（漢方・免疫たかはし内科クリニック）

�．美容皮膚科で生きる漢方

野本真由美（野本真由美スキンケアクリニック，野本真由美クリニック銀座）

�．美容食品素材ハトムギ全粒熱水抽出エキス（ハトムギ CRDエキス）の新知見
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�．美容医療合併症実態調査とガイドライン作成：令和元年度厚労科研特別研究報告

大慈弥裕之（福岡大学医学部形成外科）

�．美容ガイドライン（主に美容皮膚科領域）

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）

鈴木 信孝（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科臨床研究開発補完代替医療学講座）

	．機能性表示食品による皮膚美容の可能性

森下 竜一（大阪大学大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学）

■ 11：10〜12：10 皮膚科領域講習
教育講演Ⅹ《日本美容外科学会（JSAPS）との合同企画》

「ガイドライン」

座長：大慈弥裕之（福岡大学医学部形成外科）

坪井 良治（東京医科大学皮膚科学教室，戸田中央総合病院皮膚科）
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■ 12：25〜13：15

ランチョンセミナー	

「アンチエイジングと化粧」

座長：山田 秀和（近畿大学奈良病院皮膚科）

須賀 康（順天堂大学浦安病院 皮膚科学）

�．大人女子が変える人生 100 年時代の化粧

米澤 泉（甲南女子大学人間科学部 文化社会学科）

�．攻めと守りのスキンケア戦略

野本真由美（野本真由美スキンケアクリニック，野本真由美クリニック銀座）

共催：持田ヘルスケア株式会社

■ 13：30〜15：00 皮膚科領域講習
教育講演Ⅻ

「化粧療法」

座長：伊藤 正俊（天王町駅前皮膚科・アレルギー科）

本田 光芳（やのクリニック）

�．保湿することの重要性について

岡野 由利（株式会社 CIEL）

�．皮膚疾患における化粧療法の意義

−化粧は皮膚疾患治療の補助になることをご存知ですか？−

畑 三恵子（髙野医科クリニック）

�．日本化粧医療学会の設立と AIを用いた見た目診断

阿部 康二（岡山大学脳神経内科学）

■ 15：00〜15：15

閉会式・次期会頭挨拶

第�会場（本館�Ｆ コンコードＢ）

■ 8：00〜8：50

モーニングセミナー�

「美容医療のスタンダードメニュー〜IPLと減毛用ダイオードレーザ〜」

座長：根岸 圭（東京女子医科大学附属成人医学センター美容皮膚科）

�．私が LightSheer を 10 年間使い続ける理由

堀内 祐紀（秋葉原スキンクリニック）

�．波長・パルス幅・出力調整を意識した IPL照射

鈴木 悠花（自由が丘クリニック皮膚科・美容皮膚科）

共催：株式会社日本ルミナス

第 38 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会：スケジュール
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■ 9：00〜11：00 皮膚科領域講習
教育講演Ⅸ

「顔面の色素斑，診断・治療で注意すべき点を知る」

座長：大原 國章（赤坂虎の門クリニック）

帆足 俊彦（日本医科大学皮膚科）

�．顔面のシミと悪性黒子のダーモスコピーによる鑑別

田中 勝（東京女子医科大学東医療センター皮膚科）

�．顔面色素斑（シミ）の病理組織学的鑑別

安齋 眞一（日本医科大学武蔵小杉病院皮膚科・皮膚病理診断室）

�．薬用美白化粧品の作用メカニズムと最新トピックス

安藤 秀哉（岡山理科大学工学部バイオ・応用化学科）

	．化学白斑の最新情報

井上紳太郎（岐阜薬科大学香粧品健康学講座）

■ 11：10〜12：10 皮膚科領域講習
中間報告

「レーザートーニング」

座長：山本 有紀（和歌山県立医科大学皮膚科学教室）

�．nsレーザーを用いたレーザートーニング

船坂 陽子（日本医科大学皮膚科）

�．応力緩和時間を考慮した低フルーエンス・ピコセカンドレーザー治療

河野 太郎（東海大学医学部外科学系形成外科学）

■ 12：25〜13：15

ランチョンセミナー�

「美容医療の新潮流

�波長蓄熱脱毛と幹細胞培養液の導入効果について」

座長：尾見 徳弥（クイーンズスクエアメディカルセンター皮膚科）

�．�波長蓄熱脱毛機ソプラノの導入効果

真弓 愛（医療法人社団哲樹会 真弓愛メディカル美容皮膚科・皮膚科）

�．CALECIM臍帯幹細胞培養液を用いた当院における治療経験

藤林万里子（医療法人輝咲会 スキンリファインクリニック吉祥寺院）

共催：メディカランド株式会社

Aesthetic Dermatology Vol.30，2020
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■ 13：30〜14：30 皮膚科領域講習
教育講演ⅩⅢ《日本レーザー医学会との合同企画》

「レーザーを安全に使いこなすために」

座長：中村 哲也（獨協医科大学医療情報センター（消化器内科））

船坂 陽子（日本医科大学皮膚科）

�．レーザーを安全に使いこなすための課題と今後の展望

河野 太郎（東海大学医学部外科学系形成外科学）

�．レーザー専門医制度と医療安全

中村 哲也（獨協医科大学医療情報センター）

第�会場（本館�Ｆ コンコードＣ）

■ 9：00〜10：30

スポンサードシンポジウム�

「かしこく使って，きれいに治す！痤瘡外用抗菌薬をどう使う？」

座長：黒川 一郎（明和病院皮膚科・にきびセンター）

許 郁江（ほう皮フ科クリニック）

神人 正寿（和歌山県立医科大学皮膚科）

�．増加する薬剤耐性アクネ菌の現状〜抗菌薬の適正使用に向けて〜

中瀬 恵亮（東京薬科大学薬学部病原微生物学教室）

�．私が尋常性痤瘡治療でゼビアックスを選ぶ理由

田島 尚美（なおみ皮フ科クリニック）

�．患者さんと一緒に目指す理想の肌〜BPOを基軸とした当院の痤瘡治療戦略〜

堀内 祐紀（秋葉原スキンクリニック）

共催：マルホ株式会社

■ 11：10〜12：10

教育講演Ⅺ

「酸化ストレス」

座長：市橋 正光（アーツ銀座クリニック）

川内 康弘（東京医科大学茨城医療センター皮膚科）

�．分子状水素の抗酸化作用と多機能性作用，および皮膚科学を含めた応用

太田 成男（順天堂大学大学院医学研究科神経学分野）

�．酸化ストレス

正木 仁（東京工科大学応用生物学部）

第 38 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会：スケジュール

30



■ 12：25〜13：15

ランチョンセミナー

「最新美容医療〜シミ・たるみ治療の New Face〜」

座長：中野 俊二（医療法人中野会 中野医院）

�．Z1 nexusを用いた色素性疾患治療

河野 太郎（東海大学医学部外科学系形成外科）

�．Er：YAGおよびNd：YAGレーザーの�波長を用いた総合的Facial Rejuvenation治療

石川 浩一（クロスクリニック銀座）

共催：株式会社ジェイメック

■ 13：30〜15：00

スポンサードシンポジウム�

「痤瘡トータルマネジメント〜わかる，治せる，きれいにできる〜」

座長：乃木田俊辰（新宿南口皮膚科，東京医科大学）

山本 有紀（和歌山県立医科大学皮膚科学教室）

�．痤瘡の病態を理解する

林 伸和（虎の門病院皮膚科）

�．美容診療の前治療としての保険診療

−痤瘡を治して体質も整える−

野本真由美（野本真由美スキンケアクリニック，野本真由美クリニック銀座）

�．患者さんを安心させるための当院における工夫

−痤瘡の炎症後病変と瘢痕に対する美容診療について−

堀内 祐紀（秋葉原スキンクリニック）

共催：サンファーマ株式会社

第�会場（南館�Ｆ 扇）

■ 9：00〜10：00 皮膚科領域講習
法的規制

「ネットパトロール」

座長：尾見 徳弥（クイーンズスクエアメディカルセンター皮膚科）

青木 律（グリーンウッドスキンクリニック立川）

田代 博嗣（田代医院）

�．美容皮膚科と法規制の概略

尾見 徳弥（クイーンズスクエアメディカルセンター皮膚科）

�．美容皮膚科における広告規制 アウトとセーフ〜実例を解説を中心に〜

青木 律（グリーンウッドスキンクリニック立川，日本美容医療協会）

�．美容皮膚科と法的規制

野間 自子（三宅坂総合法律事務所）

Aesthetic Dermatology Vol.30，2020
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■ 10：05〜11：05 皮膚科領域講習
日本美容皮膚科学会 保険委員会 企画

「美容医療におけるリスクマネジメントと医療保険」

座長：坪井 良治（東京医科大学皮膚科学教室，戸田中央総合病院皮膚科）

須賀 康（順天堂大学浦安病院皮膚科）

�．総合保障制度から読み解く，美容皮膚科における医療安全

小室 裕造（帝京大学医学部形成・口腔顎顔面外科学講座）

�．美容皮膚科における新総合補償制度について

須賀 康（順天堂大学浦安病院皮膚科）

■ 11：20〜12：10

優秀演題
座長：森脇 真一（大阪医科大学皮膚科学教室）

錦織千佳子（神戸大学大学院医学研究科内科系講座皮膚科学分野）

A-1 日光性色素斑における真皮血管構造とピコ秒レーザー治療効果の相関解析

二宮 真人（資生堂グローバルイノベーションセンター）

A-2 紅斑毛細血管拡張型酒さに対するレーザー治療の効果

上中智香子（和歌山県立医科大学光学的美容皮膚科講座）

A-3 皮膚老化兆候改善の指標としての角層バイオマーカー IL-1RAについて

富岡里佳子（株式会社ファンケル総合研究所）

A-4 当院における 2018 年 1 月〜2019年 4月までの乳児血管腫 21 症例の臨床的，統計

的観察

高木佐千代（名古屋市立大学病院加齢環境皮膚科学）

A-5 クスノハガシワ抽出液の抗炎症作用の解析

岩崎 彩夏（神戸学院大学大学院薬学研究科）

■ 12：25〜13：15

ランチョンセミナー�

座長：古村 南夫（福岡歯科大学医科歯科総合病院皮膚科）

パルス発振式ニードル RFを用いたアジア人皮膚の Skin Rejuvenation 治療について

黄 聖琥（KO CLINIC forAntiaging）

共催：マーベラスビューティージャパン株式会社

第 38 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会：スケジュール
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第�会場（南館�Ｆ 錦）

■ 9：00〜9：48

一般演題Ⅵ

Aesthetic Dermatology Vol.30，2020

O-23 エイジツエキスは表皮細胞の分化を促進し，バリア機能を増強する

久保 瑞季（神戸学院大学大学院薬学研究科）

O-24 糖化阻害反応における蛍光強度と吸光度の変化は必ずしも相関しない

江口 琴音（岡山理科大学工学部バイオ・応用化学科）

O-25 表皮Kindlin-1 の調節は皮膚抗老化に重要である

禹 幸玉（株式会社ファンケル総合研究所）

O-26 加齢皮膚における角層 FABP5（fatty acid-binding protein 5）量と肌状態との

関係について

枝 亜希子（株式会社ファンケル総合研究所）

O-27 CombinedHigh-intensity focused ultrasound and immediate micro-shuttle lifting：

New entry in burgeoning field of the aging neck treatment

WenHsien EthanHuang（GeneHope MedicalAesthetics Group, Taipei, Taiwan）

O-28 Quick recovery of natural look with facial electroacupuncture in patients with

injection-related overinflation

WenHsien EthanHuang（GeneHope MedicalAesthetics Group, Taipei, Taiwan）

■ 10：00〜10：48

一般演題Ⅶ
座長：長谷川敏男（順天堂大学医学部附属静岡病院皮膚科）

O-29 スキンケア動作指標と皮膚機能・身体機能との関連性に関する研究

酒井 進吾（花王株式会社 スキンケア研究所）

O-30 皮膚の細菌数と肌状態との関係性解析

太田 聖子（株式会社コーセー研究所安全性・分析研究室）

O-31 ダマスクバラ花エキスとハイビスカス花発酵液による新規スキンケア理論について

野瀬 寛彦（株式会社ミュゼプラチナムコスメ事業部企画開発チーム）

O-32 角層物性改善による表情後に残る皮膚の折り目ジワの軽減

岸本 裕子（花王株式会社スキンケア研究所第�研究室）

O-33 敏感肌のための新しいスキンケア概念

長澤 輝明（株式会社ナノエッグ 医薬品研究開発部）

O-34 ナノカプセル化したレチノールの開発

久保田芳樹（株式会社ナノエッグ 医薬品研究開発部）

O-35 角層中の不溶性タンパク質（IP）の比率は，季節，年齢による皮膚バリア機能，

ターンオーバーの変動と関係する

山田祐太朗（株式会社ファンケル総合研究所）
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座長：岡﨑　　静（日本医科大学千葉北総病院皮膚科）


