
第 37 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会
スケジュール

�月 27 日（土）

Ａ会場（熊本市民会館 �Ｆ大ホール)

■ 9：00〜9：30

総 会

■ 9：40〜11：40

教育講演Ⅰ
「光老化・サンスクリーン」

座長：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）

森田 明理（名古屋市立大学医学研究科加齢・環境皮膚科学分野）

�．光老化とサンスクリーン

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）

�．光線過敏症患者への遮光指導

森脇 真一（大阪医科大学皮膚科）

�．サンスクリーン製剤の長期使用と皮膚の光老化予防

森田 明理（名古屋市立大学医学研究科加齢・環境皮膚科学分野）

�．サンスクリーン

中村 元信（産業医科大学皮膚科学）

■ 11：50〜12：45

ランチョンセミナー�

「ワンランク上を目指す，痤瘡患者のトータルコントロール」

座長：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）

菊地 克子（仙台たいはく皮膚科クリニック，東北大学皮膚科）

�．尋常性痤瘡と痤瘡瘢痕に対する外用療法の新機軸

須賀 康（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科）

�．尋常性痤瘡の患者に対するスキンケアとメイクアップ指導のコツ

山本 晴代（近畿大学医学部皮膚科学教室）

共催：マルホ株式会社
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■ 12：55〜13：45

一般演題Ⅰ
座長：島田 眞路（山梨大学 学長）

野口 博光（のぐち皮ふ科）

O-1 酒さ様皮膚炎に対する光治療，レーザー治療の有効性について

〜当院における経験症例のまとめ〜

上田 厚登（上田皮ふ科）

O-2 Atrophic acne scarring：Focusing on altered metabolism of extracellular matrix

and TGF-β1 mediated inflammation

Yang JiHoon（SeoulNationalUniversity College ofMedicine）

O-3 尋常性痤瘡の標準治療におけるスキンケア剤併用の有用性評価

相澤 友里（常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部）

O-4 ヒト型セラミド 1,2,3 と L-カルニチン混合物の肌のバリア機能に対する効果に

ついて

浅田 尚紀（小林製薬株式会社 通販事業部）

O-5 眉毛部アートメイク施術 10 年後に生じた皮膚サルコイド反応の�例

加藤 由花（昭和大学皮膚科学講座）

O-6 円形脱毛症に対するステロイドハーフパルス療法の治療反応性および副作用発現の

規定因子：105例の検討

大日 輝記（京都大学大学院医学研究科皮膚科学）

■ 13：55〜14：50

スイーツセミナー�

「明日から役立つくま治療〜基礎から治療の極意まで〜」

座長：石河 晃（東邦大学医学部皮膚科学講座）

関東 裕美（東邦大学医学部皮膚科学講座）

�．目周りの皮膚生理に迫る〜血管のビジュアル化を活用して〜

加治屋健太朗（資生堂グローバルイノベーションセンター）

�．くまにお悩みの患者さんへ寄り添うアプローチ

曽山 聖子（セイコメディカルビューティークリニック）

共催：資生堂ジャパン株式会社／岩城製薬株式会社

■ 15：00〜18：00

スポンサードシンポジウム
「皮膚疾患の予防と治療 −美容的視点を加えて−」

座長：古川 福実（高槻赤十字病院）

古江 増隆（九州大学皮膚科）

�．保険診療の枠を超えた痤瘡の予防と治療

林 伸和（虎の門病院皮膚科）

Aesthetic Dermatology Vol.29，2019

65



�．アトピー性皮膚炎とスキンケア

中原真希子（九州大学皮膚科）

�．スキンケアでアレルギーと皮膚老化を防ぐ

千貫 祐子（島根大学医学部皮膚科）

�．シワを主とした光老化皮膚の予防と外用治療

菊地 克子（仙台たいはく皮膚科クリニック，東北大学皮膚科）

�．皮膚老化に対する非侵襲的治療の役割

山本 有紀（和歌山県立医科大学皮膚科）

�．シミ治療 update

船坂 陽子（日本医科大学皮膚科）

共催：常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部

■ 18：00〜18：55

イブニングセミナー�

「新時代！「光老化対策」を極める」

座長：神人 正寿（和歌山県立医科大学皮膚科）

森脇 真一（大阪医科大学皮膚科）

�．光老化対策：いま新たな時代を迎え再考する

森脇 真一（大阪医科大学皮膚科）

�．サンスクリーン剤を日常診療に取り入れよう

山本 有紀（和歌山県立医科大学皮膚科）

共催：アクセーヌ株式会社

Ｂ会場（熊本市民会館 �Ｆ大会議室)

■ 9：40〜11：10

教育講演Ⅱ
「再生医療」

座長：玉井 克人（大阪大学大学院医学系研究科再生誘導医学寄附講座）

古山 登隆（自由が丘クリニック）

�．皮膚の恒常性維持における末梢循環性外胚葉由来間葉系幹細胞の役割

玉井 克人（大阪大学大学院医学系研究科 再生誘導医学寄附講座）

�．当院における幹細胞培養上清の使用法について

古山 登隆（自由が丘クリニック）

�．体性幹細胞を用いた細胞療法の現状と産業化

山田 哲正（ロート製薬株式会社）
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■ 11：50〜12：45

ランチョンセミナー�

「敏感肌マネジメント！皮膚科医による実践的敏感肌アプローチ」

座長：林 伸和（虎の門病院皮膚科）

船坂 陽子（日本医科大学皮膚科）

�．敏感肌の悩み

小林 美和（こばやし皮膚科クリニック）

�．アトピー性皮膚炎患者の化粧指導

〜化粧品選びのコツ

関東 裕美（東邦大学医療センター大森病院皮膚科）

共催：持田ヘルスケア株式会社

■ 12：55〜13：45

一般演題Ⅱ
座長：前川 武雄（自治医科大学皮膚科）

藤本 学（大阪大学大学院医学系研究科情報統合医学皮膚科学教室）

O-7 色素沈着形成における真皮血管内皮細胞を介した新たな経路の解明

柴田 貴子（資生堂グローバルイノベーションセンター）

O-8 N-アセチルノイラミン酸のメラニン生成抑制効果とそのメカニズム

吉川 恵（東京工科大学大学院バイオ・情報メディア研究科バイオニクス専攻）

O-9 サリチル酸配糖体の 3D表皮モデルでの IL-1αと角化への影響

湯川 誠也（東京工科大学大学院バイオ・情報メディア研究科

バイオニクス専攻美科学研究室）

O-10 超音波血流計を用いたより安全なヒアルロン酸注入治療

貞政 裕子（サマンサクリニック）

O-11 マイクロニードルによる目元のくまに対する改善効果

松永由紀子（資生堂ジャパン（株））

O-12 当院におけるベビーコラーゲンと PRPの混合剤を首のシワに使用した経験

入谷 英里（イーストワン皮膚科形成外科）

■ 13：55〜14：50

スイーツセミナー�

「進歩する悪性黒色腫の治療」

座長：宇原 久（札幌医科大学医学部皮膚科学講座）

福島 聡（熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座）

�．メラノーマの薬物療法の変遷 〜今どきの薬物療法はこんなことに〜

清原 祥夫（静岡県立静岡がんセンター皮膚科）

�．メラノーマの新規薬物療法に対する副作用マネジメント

吉野 公二（がん・感染症センター都立駒込病院皮膚腫瘍科）

共催：小野薬品工業株式会社／ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
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■ 18：00〜18：55

イブニングセミナー�

「原因から学ぶ，たるみへの非侵襲的アプローチ 〜機器・注入〜」

座長：山田 秀和（近畿大学アンチエイジングセンター）

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）

�．コンビネーションリフト：非侵襲的なたるみの複合治療について

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふ科クリニック）

�．ヒアルロン酸注入によるたるみへのアプローチ

岩城佳津美（いわきクリニック形成外科・皮フ科）

共催：株式会社ジェイメック

Ｃ会場（熊本市民会館 �Ｆ第�・	会議室)

■ 9：40〜10：40

教育講演Ⅲ
「Aesthetic Dermatology in Korea」

座長：島田 眞路（山梨大学 学長）

尹 浩信（熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座）

�．Scientific Connection between Acne and Diet

Prof. DaeHun SUH,M.D., Ph.D.（SeoulNationalUniversityHospital）

�．Botulinum toxin and filler for�Korean Beauty�

KyleK. SEO,M.D., Ph.D.（Managing Director ofModelo Clinic in Seoul）

■ 11：50〜12：45

ランチョンセミナー�

「韓国最新美容医療最前線/医療用レーザーの現状」

座長：宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

尹 浩信（熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座）

�．755 nmと 1064 nmの二波長を搭載した SandroDual の使用経験

原 かや（八重洲形成外科・美容皮膚科）

�．Nd：YAG Low 532 nm＆ 1064 nm Picosecondレーザーの使用経験

〜皮膚全層治療における Picosecondレーザーの役割〜

黄 聖琥（KO CLINIC）

共催：WONTECH JAPAN株式会社

第 37 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会：スケジュール

68



■ 12：55〜14：55

教育講演Ⅴ
「痤瘡」

座長：林 伸和（虎の門病院皮膚科）

持田 和伸（持田皮フ科）

�．痤瘡治療における外用薬の選択

持田 和伸（持田皮フ科）

�．痤瘡の治療とスキンケア

林 伸和（虎の門病院皮膚科）

�．体幹の痤瘡，痤瘡類縁疾患

小林 美和（こばやし皮膚科クリニック）

�．尋常性痤瘡と生活習慣

谷岡 未樹（谷岡皮膚フ科クリニック）

■ 18：00〜18：55

イブニングセミナー�

座長：倉田荘太郎（くらた医院）

皮膚科分野における Light emitting diode（LED）の応用：アップデート

乾 重樹（大阪大学大学院医学系研究科皮膚・毛髪再生医学寄附講座，

心斎橋いぬい皮フ科）

共催：株式会社アデランス

Ｄ会場（熊本市国際交流会館 	Ｆホール)

■ 9：40〜11：40

教育講演Ⅳ
「美容皮膚科を実践する上での注意点」

座長：川田 暁（近畿大学医学部皮膚科）

船坂 陽子（日本医科大学皮膚科）

�．ケミカルピーリングの注意点

船坂 陽子（日本医科大学皮膚科）

�．脱毛レーザーの注意点

乃木田俊辰（新宿南口皮膚科，東京医科大学皮膚科）

�．美容皮膚科を実践する上での注意点

関東 裕美（東邦大学医療センター大森病院皮膚科）

�．美容皮膚科を実践する上での法律上の注意点

野間 自子（三宅坂総合法律事務所）
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■ 11：50〜12：45

ランチョンセミナー


「蓄熱式脱毛レーザー安全講習会」

座長：山田 裕道（国際親善総合病院皮膚科）

古川 福実（高槻赤十字病院）

�．レーザー医療の基礎と安全

河野 太郎（東海大学医学部外科系形成外科学，日本大学医学部形成外科学系

形成外科学分野）

�．メディオスターネクストプロを安全かつ適切に使用する為に

西谷 直輝（千葉中央美容形成クリニック）

共催：株式会社メディカルユーアンドエイ

■ 12：55〜13：45

一般演題Ⅲ
座長：古村 南夫（福岡歯科大学医科歯科総合病院皮膚科）

渡辺 大輔（愛知医科大学皮膚科学講座）

O-13 ユニークなアミノ酸複合体（PTS）の連続塗布による，低下した表皮ランゲルハ

ンス細胞数と耳介厚の回復試験

田口 茂（有限会社カンズ研究開発）

O-14 バイオフォトンによる皮膚酸化状態の非侵襲イメージング

−紫外線による皮膚酸化ストレスの可視化−

土田 克彦（資生堂グローバルイノベーションセンター）

O-15 皮膚と見た目の老化を制御する線維芽細胞ネットワークの発見

−皮膚解析を革新するデジタル 3Dスキンの確立−

江連 智暢（株式会社資生堂）

O-16 健常皮膚への皮膚常在細菌塗布による皮膚改善効果

大島 宏（ポーラ化成工業株式会社）

O-17 再構成Ⅰ型コラーゲン線維のゲル収縮活性に対するラクトフェリン分解物の影響

佐野 汰我（東京工科大学大学院バイオ・情報メディア研究科バイオニクス専攻）

O-18 日焼け止め塗布後の定着時間の必要性について

林原 伸治（林原医院）

■ 13：55〜14：50

スイーツセミナー�

「患者満足度の高い，ラジオ波とパルス磁場を組み合わせた低侵襲美容治療の可能性」

座長：竹原 和彦（金沢大学医薬保健研究域医学系皮膚分子病態学）

尹 浩信（熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座）

Efficacy of multipolar radiofrequency with pulsed magnetic field therapy for the

treatment of skin laxity, wrinkles, and acne scars in Asians

Prof.WoraphongManuskiatti,M.D.

（Professor of Dermatology and head of Siriraj Skin Laser Center）

共催：株式会社ヴィーナスコンセプトジャパン
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■ 18：00〜18：55

イブニングセミナー


「こどもから大人まで いつまでも美しくありつづける痤瘡治療」

座長：森田 明理（名古屋市立大学医学研究科加齢・環境皮膚科学分野）

尹 浩信（熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座）

�．思春期痤瘡治療に対する学校保健活動

島田 辰彦（島田ひふ科）

�．患者満足度を高める美しい肌を目指した痤瘡治療

乃木田俊辰（新宿南口皮膚科，東京医科大学皮膚科）

共催：株式会社ポーラファルマ

ポスター会場

（熊本県医師会館 �Ｆホール)

■ 9：00〜12：00

ポスター貼付

12：00〜19：00

ポスター掲示

企業展示会場

（熊本市民会館・熊本市国際交流会館・熊本県医師会館)

■ 9：00〜18：00

企業展示

ハンズオンセミナー会場

（熊本市民会館 �Ｆ第�会議室／第�会議室Ａ・Ｂ)

■ 10：00〜18：00

ハンズオンセミナー
ハンズオンセミナー� 共催：株式会社ジェイメック

ハンズオンセミナー� 共催：株式会社日本ルミナス

ハンズオンセミナー� 共催：ビッグブルー株式会社
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�月 28 日（日）

Ａ会場（熊本市民会館 �Ｆ大ホール)

■ 8：30〜9：25

モーニングセミナー�

「IPL・ピコレーザ・CO2レーザの活用術〜基礎から応用まで〜」

座長：長濱 通子（神戸百年記念病院皮膚科・美容皮膚科）

粟澤 剛（那覇市立病院皮膚科）

�．20 年経過した IPL によるフォトフェイシャルと最新技術のピコレーザー

神田 弘貴（三田皮膚科，昭和大学医学部皮膚科学教室）

�．長波長の光を治療に活かす 〜M22：IPL＆ ResurFX〜

川添 剛（吉川病院）

�．すぐに役立つCO2レーザ治療 〜AcuPulse
®
治療の実際〜

乗杉 理（けやきひふ科）

共催：株式会社日本ルミナス

■ 9：35〜11：35

教育講演Ⅵ
「アンチエイジング」

座長：常深祐一郎（埼玉医科大学皮膚科）

山田 秀和（近畿大学アンチエイジングセンター，近畿大学奈良病院皮膚科）

�．Epigenetic Clockと見た目のアンチエジング

山田 秀和（近畿大学アンチエイジングセンター，近畿大学奈良病院皮膚科）

�．医療機器を用いたアンチエイジング治療

中野 俊二（中野医院）

�．アンチエイジングを意識した生活指導

小林 美和（こばやし皮膚科クリニック）

�．アンチエイジング

船坂 陽子（日本医科大学皮膚科）

■ 11：50〜12：45

ランチョンセミナー�

「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 Update

2019」

座長：山田 秀和（近畿大学アンチエイジングセンター，近畿大学奈良病院皮膚科）

漆畑 修（宇野皮膚科医院）

�．美容治療の合併症と対策

山下 理絵（湘南藤沢形成外科クリニックR）
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�．育毛治療

近藤 謙司（湘南藤沢形成外科クリニックR）

共催：PRSS.Japan 株式会社

■ 12：55〜14：55

教育講演Ⅸ
「ピコレーザー」

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）

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

�．ピコ秒発振レーザーの理論と臨床〜パルス幅，ピークパワーと波長を考える〜

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

�．良性色素性病変の治療におけるピコセカンドレーザーの優位性について

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）

�．アジア諸国におけるピコセコンドレーザーの適応症とその治療成績

奥 謙太郎（あざみ野ヒルズスキンクリニック）

�．1064/532 nm，750ピコ秒パルス幅レーザーを使用した美容治療

真弓 愛（真弓愛メディカル美容皮膚科・皮膚科）

■ 14：55〜15：10

閉会式・次期会頭挨拶

Ｂ会場（熊本市民会館 �Ｆ大会議室)

■ 8：30〜9：25

モーニングセミナー�

座長：古村 南夫（福岡歯科大学医科歯科総合病院皮膚科）

田中 俊宏（滋賀医科大学医学部附属病院皮膚科）

�．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）

�．漢方薬を用いた痤瘡関連疾患の治療

黒川 一郎（明和病院皮膚科）

共催：クラシエ薬品株式会社
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■ 9：35〜11：05

教育講演Ⅶ
「しわ・たるみ」

座長：福島 聡（熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座）

牧野 貴充（熊本大学大学院生命科学研究部皮膚病態治療再建学講座）

�．しわ，たるみ〜皮膚科医ができること

山本 有紀（和歌山県立医科大学附属病院皮膚科）

�．美容皮膚科医が行うたるみ・しわ治療

下島久美子（KUMIKO CLINIC）

�．Fat compartment理論にもとづいたたるみ治療と合併症を避けるための顔面解剖

牧野 太郎（牧野美容クリニック，牧野皮膚科形成外科内科医院）

■ 11：50〜12：45

ランチョンセミナー	

「美容皮膚科診療，日々役立つレーザーの使い方」

座長：古江 増隆（九州大学大学院医学研究院皮膚科学分野）

天野 正宏（宮崎大学医学部感覚運動医学講座皮膚科学分野）

�．美容皮膚科診療において最も活躍が期待できるレーザー

「スキャナー付き炭酸ガスレーザー コア」

吉家 弘（赤坂クリニック）

�．ロングパルスダイレーザーを応用すると，ここまでできる

〜傷跡治療から肌質改善まで〜

中野 俊二（中野医院）

共催：シネロン・キャンデラ株式会社

■ 12：55〜14：55

教育講演Ⅹ
「色素性病変」

座長：秋田 浩孝（藤田医科大学ばんたね病院皮膚科）

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，

日本医科大学皮膚科）

�．顔面色素斑のレーザー治療に対する基本的事項

秋田 浩孝（藤田医科大学ばんたね病院皮膚科）

�．超微形態学的観点からみた黒色色素性病変の治療

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，

日本医科大学皮膚科）

�．シミの診断

木村有太子（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科）

�．皮膚の健康から考えるメラニン色素治療

野本真由美（野本真由美スキンケアクリニック）
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Ｃ会場（熊本市民会館 �Ｆ第�・	会議室)

■ 8：30〜9：25

モーニングセミナー�

「アトピー性皮膚炎〜長期寛解維持の実現に向けて〜」

座長：須賀 康（順天堂大学医学部付属病院浦安病院皮膚科）

鶴田 大輔（大阪市立大学大学院医学研究科皮膚病態学）

�．アトピー性皮膚炎治療の新展開

本田 哲也（京都大学大学院医学研究科皮膚科学）

�．アトピー性皮膚炎治療におけるデュピクセントのポジショニング

川内 康弘（東京医科大学茨城医療センター皮膚科）

共催：サノフィ株式会社

■ 9：35〜10：35

中間報告
「レーザー脱毛」

座長：船坂 陽子（日本医科大学皮膚科）

�．今改めて医療レーザー脱毛について考える

大城 貴史（大城クリニック）

�．レーザー脱毛の原理・概要，硬毛化について

乃木田 俊辰（新宿南口皮膚科）

■ 11：50〜12：45

ランチョンセミナー�

「AGA診療のポイント」

座長：立花 隆夫（大阪赤十字病院皮膚科）

AGAガイドライン（2017）の読み方・わかり方

乾 重樹（大阪大学大学院医学系研究科皮膚・毛髪再生医学寄附講座，

心斎橋いぬい皮フ科）

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

Ｄ会場（熊本市国際交流会館 	Ｆホール)

■ 8：30〜9：25

モーニングセミナー


「爪白癬」

座長：加藤 則人（京都府立医科大学大学院医学研究科皮膚科学）

池田 志斈（順天堂大学医学部皮膚科学）

�．ホスラブコナゾールの特性を理解して最大限に活用する

常深祐一郎（埼玉医科大学皮膚科）
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�．爪真菌症の病型分類と治療薬の選択

福田 知雄（埼玉医科大学総合医療センター皮膚科）

共催：エーザイ株式会社

■ 9：35〜11：05

教育講演Ⅷ
「脱毛」

座長：乾 重樹（大阪大学大学院医学系研究科皮膚・毛髪再生医学寄附講座，

心斎橋いぬい皮フ科）

加藤 篤衛（浦安皮膚科，日本医科大学皮膚科）

�．レーザー脱毛の基礎と実際

加藤 篤衛（浦安皮膚科，日本医科大学皮膚科）

�．レーザー脱毛に伴う副反応

乾 重樹（大阪大学大学院医学系研究科皮膚・毛髪再生医学寄附講座，

心斎橋いぬい皮フ科）

�．蓄熱脱毛 up to date

渡邊 千春（千春皮フ科クリニック）

■ 11：50〜12：45

ランチョンセミナー�

座長：川田 暁（近畿大学医学部皮膚科）

秋田 浩孝（藤田医科大学ばんたね病院皮膚科）

�．ピコ秒レーザーの真実

�西健一郎（�西形成外科）

�．ピコセコンドアレキサンドライトレーザーの色素性疾患に対する効果と安全性

奥 謙太郎（あざみ野ヒルズスキンクリニック）

共催：サイノシュアー株式会社

■ 12：55〜14：55

教育講演Ⅺ

「血管病変」

座長：神人 正寿（和歌山県立医科大学皮膚科）

宮崎 孝夫（宮崎クリニック）

�．美容皮膚科に関連した血管病変のオフィスクリニックでの診療について

宮崎 孝夫（宮崎クリニック）

�．血管病変の最近の話題

鑑 慎司（関東中央病院皮膚科）

�．乳児血管腫 −開業医の立場から治療を考える

天野冨紀子（天野整形外科・あまの皮ふ科）

�．血管腫血管奇形に対する診断と治療〜患者ファーストの医療とは〜

長濱 通子（神戸百年記念病院皮膚科・美容皮膚科）
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ポスター会場

（熊本県医師会館 �Ｆホール)

■ 9：00〜13：00

ポスター掲示

13：00〜14：30

ポスター撤去

企業展示会場

（熊本市民会館・熊本市国際交流会館・熊本県医師会館)

■ 9：00〜15：00

企業展示

ハンズオンセミナー会場

（熊本市民会館 �Ｆ第�会議室／第�会議室Ａ・Ｂ)

■ 9：00〜15：00

ハンズオンセミナー
ハンズオンセミナー� 共催：株式会社ジェイメック

ハンズオンセミナー� 共催：株式会社日本ルミナス

ハンズオンセミナー� 共催：ビッグブルー株式会社
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�月 28 日（日）

ポストコングレスミーティング

第�回日本痤瘡研究会学術大会

Ｃ会場（熊本市民会館 �Ｆ第�・	会議室）

■ 12：55〜14：55

令和元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

Ｃ会場（熊本市民会館 �Ｆ第�・	会議室）

■ 15：00〜17：00

第 37 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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ハンズオンセミナーご案内

株式会社ジェイメック

「JMEC Café」

株式会社ジェイメックのハンズオンルームでは，毎年ご好評をいただいております「JMEC

Café」を本年も開催いたします。

本年の JMEC Caféでは，「レーザー・光治療を成功へ導くスキンケア」をコンセプトとした弊

社オリジナル医療機関専売化粧品「plus RESTORE
®
」シリーズを中心にご案内いたします。

新発売のトラネキサム酸配合薬用美白クリーム「TAホワイトクリームMD」をはじめ，多様

な製品ラインナップをお手にとってご覧いただけます。

製品展示のほか，お飲み物，お茶菓子をご用意しておりますので，お気軽にお立ち寄りくだ

さい。先生方の交流の場，ご休憩・お待ち合わせスペースとして，是非ご活用ください。

尚，詳細情報は決定次第WEBサイトにも掲載いたします。合わせてご覧ください。

https://jmec-seminar.com/societies/76/

先生方のご来場を，心よりお待ち申し上げます。
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株式会社日本ルミナス

Salon de Lumenis

株式会社日本ルミナスのハンズオン会場では最新のレーザや人気の IPL など，豊富な製品

ラインナップを展示いたします。実際に触れてご体感ください。お飲み物やスイーツもご用意

しておりますのでぜひお立ち寄りください。

ハンズオンセミナー開催スケジュール

●�月 27 日（土）

14：00〜 「最新！�波長搭載ダイオードレーザ〜新型 LightSheer Desire による脱毛治療」

堀内祐紀 先生（秋葉原スキンクリニック）

14：45〜 「患者をファンにする〜M22 IPL による美顔治療〜」

「VLフィルターによる内出血痕ケア〜M22 IPL Plus〜」

堀内祐紀 先生（秋葉原スキンクリニック）

井上詠子 先生（浄水皮ふ科）

16：00〜 「ノーダウンタイムで上げるフェイスライン〜DivinePro TriPollar RF＆ DMA」

井上詠子 先生（浄水皮ふ科）

17：00〜 「美肌創造，さらに先へ〜PiQo4〜」

川添 剛 先生（医療法人社団貴順会 吉川病院）

●�月 28 日（日）

10：00〜 「すぐに役立つCO2レーザ治療〜AcuPulse
®
治療の実際〜」

乗杉 理 先生（けやき皮ふ科）

11：00〜 「長波長の光を治療に活かす〜M22：IPL＆ ResurFX〜」

川添 剛 先生（医療法人社団貴順会 吉川病院）

日時・内容は変更する場合がございますので予めご了承ください。
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ビッグブルー株式会社

ビッグブルー株式会社のセミナールームでは，国内外の著名な講師の先生方をお迎えして，

Premium Session を開催いたします。展示スペースでは，レーザー機器，3D 画像診断装置

【LifeVizシリーズ】，特許を取得した医療機関専売化粧品など多彩なラインナップをご用意し

てお待ちしております。セミナールーム内には Caféスペースもございますので，お待ち合わ

せ・ご休憩スペースとして，お気軽にお立ち寄りください。

●開催場所：

熊本市民会館 �Ｆ 第�会議室

● Premium Session開催日程

【�月 27 日（土）】

① 10：30〜11：30 新テクノロジーを搭載した脱毛機器とピコセカンドレーザーセッション

共催：Quanta System S.p.A

② 13：00〜14：00 次世代スキンケアセッション Revision Skincare と Skinbetter セッ

ション

演者：野本真由美クリニック銀座 院長 野本真由美先生

③ 14：30〜15：30 内臓脂肪をターゲットとする最新磁気治療機器と 3D LifeViz Infinity

での評価及び解析結果の報告

共催：ワイズ・インターナショナル株式会社/Quantificare

④ 16：00〜17：00 Beautescience スペシャルセッション

演者：Dr. Dylan Chau（Aesthetic Physician from Singapore）

【�月 28 日（日）】

⑤ 9：30〜10：30 Beautescience スペシャルセッション

演者：Dr. Dylan Chau（Aesthetic Physician from Singapore）

⑥ 10：30〜11：30 次世代スキンケアセッション RevisionSkincare と Skinbetter セッ

ション

演者：野本真由美クリニック銀座 院長 野本真由美先生

⑦ 13：00〜14：00 内臓脂肪をターゲットとする最新磁気治療機器と 3D LifeViz Infinity

での評価及び解析結果の報告

演者：東京皮膚科・形成外科グループ 総院長 池田欣生先生

共催：ワイズ・インターナショナル株式会社/Quantificare
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