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  8：00

  9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）
Ａ会場

1Ｆ大ホール/825席
Ｂ会場

2Ｆ大会議室/250席
Ｃ会場

2Ｆ第5, 6会議室/110席

イブニングセミナー1
18：00～18：55
新時代！「光老化対策」を極める
座長：神人　正寿，森脇　真一
演者：森脇　真一，山本　有紀
共催：アクセーヌ（株）

イブニングセミナー2
18：00～18：55
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，尾見　徳弥
演者：宮田　成章，岩城佳津美
共催：（株）ジェイメック

19：30～　懇親会（熊本ホテルキャッスル）

イブニングセミナー3
18：00～18：55
皮膚科分野におけるLight emitting diode（LED）
の応用：アップデート
座長：倉田荘太郎
演者：乾　　重樹
共催：（株）アデランス

総会
9：00～9：30

教育講演Ⅰ
9：40～11：40
光老化・サンスクリーン
座長：錦織千佳子，森田　明理
演者：錦織千佳子，森脇　真一
      　森田　明理，中村　元信

ランチョンセミナー1
11：50～12：45
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，菊地　克子
演者：須賀　　康，山本　晴代
共催：マルホ（株）

一般演題Ⅰ
12：55～13：45
座長：島田　眞路，野口　博光

スイーツセミナー1
13：55～14：50
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 ，関東　裕美
演者：加治屋健太朗，曽山　聖子
共催：資生堂ジャパン（株）/岩城製薬（株）

スポンサードシンポジウム
15：00－18：00
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，古江  増隆
演者：林　　伸和，中原真希子         
　　　千貫　祐子，菊地　克子
　　　山本　有紀，船坂　陽子
共催：常盤薬品工業（株）　ノブ事業部

教育講演Ⅱ
9：40～11：10
再生医療
座長：玉井　克人，古山　登隆
演者：玉井　克人，古山　登隆
　　　山田　哲正

ランチョンセミナー2
11：50～12：45
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，船坂　陽子
演者：小林　美和，関東　裕美
共催：持田ヘルスケア（株）

一般演題Ⅱ
12：55～13：45
座長：前川　武雄，藤本　　学

スイーツセミナー2
13：55～14：50
進歩する悪性黒色腫の治療
座長：宇原　　久，福島　　聡
演者：清原　祥夫，吉野　公二
共催：小野薬品工業（株）/ブリストル・マイヤーズ スクイブ（株）

教育講演Ⅲ
9：40～10：40
Aesthetic Dermatology in Korea
座長：島田　眞路，尹　　浩信
演者：Dae Hun SUH，Kyle K. SEO

ランチョンセミナー3
11：50～12：45
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，尹　　浩信
演者：原　　かや，黄　　聖琥
共催：WONTECH JAPAN（株）

教育講演Ⅴ
12：55～14：55 
痤瘡
座長：林　　伸和，持田　和伸
演者：持田　和伸，林　　伸和
　　　小林　美和，谷岡　未樹
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11：00

12：00

13：00

14：00
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16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

熊本市国際交流会館 熊本市民会館1Ｆ・2Ｆ
熊本市国際交流会館6Ｆ
熊本県医師会館1Ｆ・2Ｆ

熊本県医師会館 熊本市民会館
D会場

6Ｆ大ホール/180席
ポスター会場
2Ｆホール

2Ｆ第７会議室
2Ｆ第9会議室Ａ・Ｂ

イブニングセミナー4
18：00～18：55
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，尹　　浩信
演者：島田　辰彦，乃木田俊辰
共催：（株）ポーラファルマ

ポスター貼付
9：30～12：00

企業展示
9：00～18：00

ハンズオンセミナー
（株）ジェイメック
（株）日本ルミナス
ビッグブルー（株）

ポスター掲示
12：00～19：00

教育講演Ⅳ
9：40～11：40
美容皮膚科を実践する上での注意点
座長：川田　　暁，船坂　陽子
演者：船坂　陽子，乃木田俊辰
         関東　裕美，野間　自子

ランチョンセミナー4
11：50～12：45
蓄熱式脱毛レーザー安全講習会
座長：山田　裕道，古川　福実
演者：河野　太郎，西谷　直輝
共催：（株）メディカルユーアンドエイ

一般演題Ⅲ
12：55～13：45
座長：古村　南夫，渡辺　大輔

スイーツセミナー3
13：55～14：50
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，尹　　浩信
演者：Woraphong Manuskiatti
共催：（株）ヴィーナスコンセプトジャパン
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市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）
Ａ会場

1Ｆ大ホール/825席
Ｂ会場

2Ｆ大会議室/250席
Ｃ会場

2Ｆ第5, 6会議室/110席

閉会式・次期会頭挨拶
14：55～15：10

教育講演Ⅹ
12：55～14：55
色素性病変
座長：尾見　徳弥，秋田　浩孝
演者：秋田　浩孝，尾見　徳弥
　　　木村有太子，野本真由美

2019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
15：00～17：00

モーニングセミナー1
8：30～9：25
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，粟澤　　剛
演者：神田　弘貴，川添　　剛
　　　乗杉　　理
共催：（株）日本ルミナス

教育講演Ⅵ
9：35～11：35
アンチエイジング
座長：常深祐一郎，山田　秀和
演者：山田　秀和，中野　俊二 
　　　小林　美和，船坂　陽子

ランチョンセミナー5
11：50～12：45
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，漆畑　　修
演者：山下　理絵，近藤　謙司
共催：PRSS.Japan（株）

教育講演Ⅸ
12：55～14：55
ピコレーザー
座長：根岸　　圭，宮田　成章
演者：宮田　成章，根岸　　圭
         奥　謙太郎，真弓　　愛

モーニングセミナー2
8：30～9：25
座長：古村　南夫，田中　俊宏
演者：野本真由美，黒川　一郎
共催：クラシエ薬品（株）

教育講演Ⅶ
9：35～11：05
しわ・たるみ
座長：福島　　聡，牧野　貴充
演者：山本　有紀，下島久美子
　　　牧野　太郎

ランチョンセミナー6
11：50～12：45
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，天野　正宏
演者：吉家　　弘，中野　俊二
共催：シネロン・キャンデラ（株）

モーニングセミナー3
8：30～9：25
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，鶴田　大輔
演者：本田　哲也，川内　　康弘
共催：サノフィ（株）

中間報告
9：35～10：35
座長：船坂　陽子
演者：大城　貴史，乃木田俊辰

ランチョンセミナー7
11：50～12：45
AGA診療のポイント
座長：立花　隆夫
演者：乾　　重樹
共催：グラクソ・スミスクライン（株）

第8回日本痤瘡研究会学術大会
12：55～14：55
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教育講演Ⅺ
12：55～14：55
血管病変
座長：神人　正寿，宮崎　孝夫
演者：宮崎　孝夫，鑑　　慎司
         天野冨紀子，長濱　通子

ポスター掲示
9：30～13：00

企業展示
9：00～15：00

ポスター撤去
13：00～14：30

ハンズオンセミナー
（株）ジェイメック
（株）日本ルミナス
ビッグブルー（株）

モーニングセミナー4
8：30～9：25
爪白癬
座長：加藤　則人，池田　志斈
演者：常深祐一郎，福田　知雄
共催：エーザイ（株）

教育講演Ⅷ
9：35～11：05
脱毛
座長：乾　　重樹，加藤　篤衛
演者：加藤　篤衛，乾　　重樹
　　　渡邊　千春

ランチョンセミナー8
11：50～12：45
座長：川田　　暁，秋田　浩孝
演者：葛西健一郎，奥　謙太郎
共催：サイノシュアー（株）

熊本市国際交流会館 熊本市民会館1Ｆ・2Ｆ
熊本市国際交流会館6Ｆ
熊本県医師会館1Ｆ・2Ｆ

熊本県医師会館 熊本市民会館
D会場

6Ｆ大ホール/180席
ポスター会場
2Ｆホール

2Ｆ第７会議室
2Ｆ第9会議室Ａ・Ｂ


