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第 39 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会
スケジュール
月 31 日（土）
第会場（メインホール)

■ 8：30〜9：00
会頭挨拶・総

会

■ 9：00〜11：00

シンポジウム
「美容皮膚科治療におけるリスク回避」
座長：尾見
田代
SY1-1

徳弥（クイーンズスクエアメディカルセンター皮膚科）
博嗣（田代医院）

美容皮膚科医療におけるセイフティーネットと質の管理
須賀

康（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科，
日本美容皮膚科学会保険委員会）

SY1-2

未承認機器を用いた診療の留意点
西村 浩之（株式会社ジェイメック）

SY1-3

美容皮膚科治療における一番効果的なリスク回避は消費者問題を避けること！
尾見

SY1-4

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）

美容皮膚科治療におけるリスク回避〜賠償責任に関して
野間 自子（三宅坂総合法律事務所）

■ 11：10〜12：10
教育講演

「抗加齢・光老化」
座長：川田
森田
EL1-1

明理（名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学）

老化のステイジングを考える
山田

EL1-2

暁（近畿大学名誉教授）

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）

美容皮膚科医が知っておくべき光老化の分子機構とその対策
森脇 真一（大阪医科薬科大学医学部皮膚科学）
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■ 12：20〜13：20

ランチョンセミナー
「患者ニーズが高まる全身医療脱毛と幹細胞由来美容液の活用の実際と可能性」
座長：尾見
LS1-1

徳弥（クイーンズスクエアメディカルセンター皮膚科）

脱毛の未来を見据えた当院における脱毛機選定ポイント
〜進化を続ける脱毛機の選定プロセスと現状報告〜
木村

LS1-2

真聡（レジーナクリニック）

Ⓡ

CALECIM 臍帯幹細胞培養液とダーマペンを用いたコンビネーション治療効果
の検討
苅部

淳（麹町皮ふ科・形成外科クリニック）
共催：メディカランド株式会社

■ 13：30〜14：30

日本美容皮膚科学会 保険委員会 企画
座長：須賀
坪井

康（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科）
良治（東京医科大学名誉教授）

．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（帝京大学形成外科）
．美容皮膚科診療のための新総合補償制度のしおり
須賀

康（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科，
日本美容皮膚科学会保険委員会，
一般社団法人日本美容医療リスクマネジメント協会）

■ 14：35〜15：35
中間報告

座長：山本 有紀（和歌山県立医科大学皮膚科学教室）
Ablative フラクショナルレーザーの基礎と臨床
宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

■ 15：40〜16：40

スイーツセミナー
「機能性表示食品素材アロエベラ由来アロエステロールの紹介」
座長：山本
SS1-1

アロエベラおよびアロエステロールの生理機能について
千原

SS1-2

有紀（和歌山県立医科大学皮膚科学教室）

猛（四日市看護医療大学看護医療学部臨床検査学科）

アロエステロールの皮膚への効果による機能性表示食品への応用
田中

美順（森永乳業株式会社研究本部素材応用研究所）
共催：森永乳業株式会社
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■ 16：50〜17：50

イブニングセミナー
「敏感肌患者が求む美容指導」
座長：石黒

直子（東京女子医科大学皮膚科）

鶴田 大輔（大阪市立大学大学院医学研究科皮膚病態学）
ES1-1

アトピー性皮膚炎患者に求められるスキンケア指導を見直す
谷崎

ES1-2

英昭（関西医科大学皮膚科学講座）

敏感肌・美容皮膚科治療中の患者へのスキンケアとメイクアップについて
山本 晴代（近畿大学病院皮膚科）
共催：アクセーヌ株式会社

■ 18：00〜18：30
特別講演

「藤原紀香さんトークショー7美のかたち:
」
座長：山本

有紀（和歌山県立医科大学皮膚科学教室）

第会場（さくら)

■ 9：00〜11：00

シンポジウム
「スキントラブル−赤ちゃんから最期の時までスキンケア−」
座長：川島
関東
SY2-1

眞（東京女子医科大学名誉教授）
裕美（東邦大学医学部皮膚科学講座）

新生児のスキンケアの要点と乳児アトピー性皮膚炎・食物アレルギーの低減まで
小林 里実（聖母病院皮膚科）

SY2-2

子どものアトピー性皮膚炎のスキンケア
馬場 直子（神奈川県立こども医療センター皮膚科）

SY2-3

未病肌のスキンケア〜私の診療録〜
小田富美子（小田ひ尿器科・ふみこ皮フ科）

SY2-4

皮膚科から発信する高齢者スキンケア
常深祐一郎（埼玉医科大学皮膚科）
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■ 11：10〜12：10
教育講演
「痤瘡」
座長：古村 南夫（福岡歯科大学総合医学講座皮膚科学分野）
林
EL2-1

伸和（虎の門病院皮膚科）

痤瘡由来アクネ菌の薬剤耐性について
野口 雅久（東京薬科大学薬学部臨床微生物学教室）

EL2-2

経口イソトレチノインの欧米の痤瘡治療ガイドラインでの位置づけ
林

伸和（虎の門病院皮膚科）

■ 12：20〜13：20

ランチョンセミナー
「美容皮膚科領域における「レーザーと光」
」
座長：乃木田俊辰（新宿南口皮膚科/東京医科大学）
LS2-1

パルス幅可変式ロングパルス GentleLASE Pro の基礎と実践
塚原 孝浩（つかはらクリニック）

LS2-2

次世代 IPL Nordlys の臨床評価と有効性について
原

かや（八重洲形成外科・美容皮膚科）
共催：シネロン・キャンデラ株式会社

■ 13：30〜15：30

シンポジウム
「しみとしわ−手技による治療戦略−」
座長：船坂
山下
SY4-1

理絵（湘南藤沢形成外科クリニックＲ）

コロナ禍で再認識した外用剤でのしみ・しわ治療の有用性
菊地

SY4-2

陽子（日本医科大学医学部皮膚科学）

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）

ピーリング（基礎的な機序を含めて）
大日 輝記（香川大学医学部皮膚科学）

SY4-3

しみ・しわ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）

SY4-4

しわの種類とその対処法
岩城佳津美（いわきクリニック形成外科・皮フ科）
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■ 15：40〜16：40

スイーツセミナー
「ECM Skin Regenerator の検討並びに A Novel Pigment Corrector With Clinical Evidence」
座長：川島
船坂

眞（東京女子医科大学名誉教授）
陽子（日本医科大学医学部皮膚科学）

SS2-1 「ヒアルロン酸によるボリューマライジング」VS「エラスチン・コラーゲン再生
をターゲットとしたナチュラル・リジュビネーション」
〜ECM Skin Regenerator の検討〜
橋本
SS2-2

聡（スキンリファインクリニック広尾）

色素性疾患に対する新たな治療選択肢としてのシステアミン
奥 謙太郎（あざみ野ヒルズスキンクリニック）

特別発言
船坂

陽子（日本医科大学医学部皮膚科学）
共催：メトラス株式会社

■ 16：50〜17：50

イブニングセミナー
「フォトプロテクション最前線」
座長：船坂

陽子（日本医科大学医学部皮膚科学）

ES2-1 『日本人のフォトエイジングアトラス』について
小池

徹（日本ロレアル株式会社リサーチ＆イノベーションセンター
スキンケア開発研究所フォトプロテクションエキスパート）

ES2-2

紫外線防御剤の選択とフォトエイジング対策
森田

明理（名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・環境皮膚科学）

共催：日本ロレアル株式会社 アクティブコスメティックス事業部

第会場（ニューホール)

■ 9：00〜11：00

シンポジウム
「香粧品を知る」
座長：石河

晃（東邦大学医学部皮膚科学講座）

小林 美和（医療法人こばやし皮膚科クリニック）
SY3-1

表皮のターンオーバーとバリア維持のしくみ
久保 亮治（慶應義塾大学医学部皮膚科）

SY3-2

化粧品と接触皮膚炎
鷲崎久美子（大森町皮ふ科，東邦大学皮膚科（大森）
）
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SY3-3

経皮感作がもたらしたパラダイムシフト
大矢

SY3-4

幸弘（国立成育医療研究センターアレルギーセンター）

経皮吸収の基礎と有効成分の浸透促進法
藤堂 浩明（城西大学薬学部）

■ 11：10〜12：10
教育講演

「美容医療機器入門」
座長：乃木田俊辰（新宿南口皮膚科/東京医科大学）
中野

俊二（医療法人中野会中野医院）

EL3 ビギナーのためのレーザー・高周波・超音波治療マニュアル
河野 太郎（東海大学医学部外科学系形成外科学）

■ 12：20〜13：20

ランチョンセミナー
「限りないポテンシャル 新たな HIFU, RF との出会い」
座長：高田 章好（大阪大学形成外科学）
LS3-1

POTENZA の有用性とドラッグデリバリーの優位性について
小村十樹子（医療法人十美会トキコクリニック）

LS3-2

ウルトラセルＱ＋の臨床効果について
− HIFU を用いた Facial Volume Sizing Strategy
今泉 明子（医療法人社団青泉会今泉スキンクリニック）
共催：Jeisys Medical Japan 株式会社

■ 13：30〜15：30

シンポジウム
「機器を知る−機種による治療戦略−」
座長：秋田 浩孝（藤田医科大学ばんたね病院皮膚科）
古村 南夫（福岡歯科大学総合医学講座皮膚科学分野）
SY5-1

美容治療の限界と展望

機器を知る『Ｑスイッチレーザー』
中野 俊二（医療法人中野会 中野医院）

SY5-2

ピコセカンドアレキサンドライトレーザーの臨床適応と効果
奥 謙太郎（あざみ野ヒルズスキンクリニック）

SY5-3

定番治療 IPL −その有用性を考える−
根岸

SY5-4

圭（東京女子医科大学附属成人医学センター，ウェルクリニック）

HIFU 超音波機器によるたるみ治療
石川 浩一（クロスクリニック銀座）
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■ 15：40〜16：40

スイーツセミナー
「皮膚科でできる最新たるみ治療と尿失禁治療
〜新型スキャナー付きマルチパルスレーザーの最上位機種と
次世代型電磁パルス筋肉刺激装置を使用した最新治療〜」
座長：石川 浩一（クロスクリニック銀座）
SS3-1 スキャナー付きロボテックハンドピースによる皮膚照射と口腔内照射を組み
合わせたロングパルス Er：YAG レーザーによる新しい顔面たるみ治療
宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）
TM

TM

SS3-2 皮膚科でできる尿失禁治療〜高強度テスラ磁気刺激
（HITS ）
インティマウェーブ
TM

及び Long Pulse Er：YAG Laser インティマレーザー によるＵモレ治療〜
佐井 雄一（佐井泌尿器科・皮フ科クリニック）
共催：ハルテック株式会社 Fotona d.o.o.

■ 16：50〜17：50

イブニングセミナー
「美容医療の新たなる可能性〜IPL と Tripolar RF〜」
座長：川田
ES3-1

暁（近畿大学名誉教授）

患者満足度を追求した IPL 治療〜症状に応じた最適な照射の実践〜
角田加奈子（岩手医科大学皮膚科学講座）

ES3-2

TripolarRF と DMA を用いたタイトニング治療
〜真皮層から筋層へのアプローチ〜
石川

浩一（クロスクリニック銀座）
共催：株式会社日本ルミナス

第会場（Room E)

■ 9：00〜10：15
一般演題

「基礎研究」
座長：秋田
神人
O-1

正寿（和歌山県立医科大学皮膚科）

培養表皮角化細胞と培養後根神経節神経細胞に対するサクランの影響
井上

O-2

浩孝（藤田医科大学ばんたね病院皮膚科）

茉優（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）

培養ヒト真皮線維芽細胞の運動活性とＩ型コラーゲン，フィブリリン 1 に対するア
クアポリンの影響
吉田
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O-3

シューマン共振印加による正常ヒト表皮角化細胞の増殖・遊走及び抗菌ペプチド・
サーチュイン発現への影響
杉脇 秀美（株式会社ブルーム・クラシック）

O-4

エイジツエキスは血管内皮細胞を介して創傷治癒を促進する
久保 瑞季（神戸学院大学大学院薬学研究科）

O-5

感覚受容細胞「メルケル細胞」活性化による皮膚機能の向上
伊藤 千尋（株式会社ファンケル総合研究所）

O-6

半導体レーザーによるメラニン色素に対する温度変化における波長依存性
河本 敬子（近畿大学生物理工学部生命情報工学科）

O-7

皮脂腺は真皮の幹細胞リザーバーとして真皮再生に機能する
−圧刺激は真皮再生を誘導する−
江連 智暢（資生堂グローバルイノベーションセンター）

O-8

緊急事態宣言のステイホームによって紫外線による炎症後色素沈着が改善した
寺田

O-9

伸一（医療法人社団茉悠乃会 船橋ゆーかりクリニック）

炎症後色素沈着に対する亜鉛とトラネキサム酸の比較検討
寺田

伸一（医療法人社団茉悠乃会 船橋ゆーかりクリニック）

■ 11：10〜12：10
教育講演

「爪疾患」
座長：田村 敦志（伊勢崎市民病院皮膚科）
鶴田 大輔（大阪市立大学大学院医学研究科皮膚病態学）
EL4-1

爪の構造・機能から考える爪疾患の治療
上出 康二（上出皮フ科クリニック）

EL4-2 異常な色の爪
大原 國章（赤坂虎の門クリニック）

■ 12：20〜13：20

ランチョンセミナー
「Genesis，その先へ 〜皮膚の若返り治療の最前線〜」
座長：中野
LS4-1

俊二（中野医院，久留米大学医学部皮膚科）

波長ロングパルス Nd：YAG レーザーを用いた skin rejuvenation：
波長で何ができるか？
山下

LS4-2

理絵（湘南藤沢形成外科クリニックＲ）

シミに対するピコ秒レーザーの特徴を生かした新しい照射方法
TM

½マルチパステクニック ¾
菅原
LS4-3

順（JUN CLINIC）

皮膚の若返り治療の幅が広がる Green Genesis
真弓

愛（真弓愛メディカルクリニック）
共催：キュテラ株式会社
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■ 13：30〜14：35
一般演題

「薬物治療」
座長：小林 美和（医療法人こばやし皮膚科クリニック）
木村有太子（順天堂大学医学部附属浦安病院皮膚科）
O-24

ヒアルロン酸注入治療前における超音波検査の有用性について
栗山

O-25

源慎（皮フ科内科クリヤマクリニック（茨城県神栖市）
）

眼瞼下垂術後年経過した患者に対する眉間・額へのボツリヌストキシン治療の
例
日景 聡子（円山公園皮膚科形成外科）

O-26

TM

架橋型ヒアルロン酸製材 Juvederm Volite を用いた顔面・頚部の小じわ改善効果
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）

O-27

PRP 療法の現状と問題点
久保田潤一郎（久保田潤一郎クリニック）

O-28

アミノ酸と非架橋ヒアルロン酸の混合製剤を用いたしわの改善効果の検討
荒尾 直樹（あらおクリニック）

O-29

脂肪溶解剤注射後に出現し，再燃を繰り返した臀部蜂窩織炎
鈴木茉莉恵（昭和大学藤が丘病院皮膚科）

O-30

VYC-12 の非臨床性能試験及びフランスで実施された単施設前向き臨床試験に
おける有効性及び安全性
古賀 哲哉（アラガン・ジャパン株式会社）

O-31

ヒアルロン酸注入による異物肉芽種の例
大草 健弘（昭和大学藤が丘病院皮膚科）

■ 15：40〜16：40

スイーツセミナー
座長：伊藤
SS4

泰介（浜松医科大学皮膚科学講座）

ウィッグの効用とそのエビデンス〜患者さんの経済的負担軽減を求めて
乾

重樹（大阪大学医学部皮膚毛髪再生医学）
共催：株式会社アデランス

■ 16：50〜17：50

イブニングセミナー
座長：山田
ES4

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）

たるみ治療機器 HIFU の基本原理とその応用
〜ムービング式 HIFU による治療の実際〜
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
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■ 9：00〜9：50

一般演題
「機器を用いた治療」
座長：長濱

通子（神戸百年記念病院皮膚科）

根岸
O-10

圭（東京女子医科大学附属成人医学センター，ウェルクリニック）

蓄熱式レーザー脱毛施術に際して経験したトラブル症例の検討
上田 厚登（医療法人 Pallet 上田皮ふ科）

O-11

真皮幹細胞に着目したラジオ波 RF がもたらす肌改善効果の解明
山田みなみ（資生堂グローバルイノベーションセンター）

O-12

シミに関する意識調査と，532 nm，750 ps のピコ秒レーザーを用いた色素性病変
の治療
山本しおり（湘南美容クリニック立川院）

O-13

高周波を自動制御した Body Contouring 機器と多方向刺激の EMS による痩身
治療による解決策
西川

O-14

礼華（湘南美容クリニック新宿本院）

ダウン症に合併した Eruptive syringoma に炭酸ガスレーザーと色素レーザーを
用いた一例
尾崎紗恵子（日本医科大学皮膚科学教室）

O-15

IPL（intense pulsed light）による顔面と手背の色素性病変に対する治療効果の検討
山本 晴代（近畿大学病院皮膚科）

■ 10：00〜11：05
一般演題

「その他」
座長：遠藤

英樹（大阪鉄道病院皮膚科）

上尾 礼子（関西医科大学香里病院皮膚科）
O-16

美容ローラーを用いたマッサージのオキシトシンホルモン分泌への影響
倉地

O-17

日本人女性の背中に対する意識調査
中嶋

O-18

亜子（株式会社 MTG）

安弓（小林製薬株式会社 ヘルスケア事業部 研究開発部 洋薬開発グループ）

デルゴシチニブ軟膏にて改善した白斑の一例
大塚 篤司（近畿大学皮膚科，京都大学皮膚科）

O-19

ニコチンアミドモノヌクレオチド点滴投与による美容効果の評価
于

O-20

あかね（Sense Skin Clinic 美容皮膚科）

豊胸術後のシリコンバック破損を契機に自己免疫疾患様症状を呈したヒトアジュ
バント病の例
鶴町 宗大（順天堂大学浦安病院皮膚科）
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O-21

美容皮膚科受診患者の施術やスキンケアに対する，肌画像診断システム re-Beau 2
の解析結果とその意義
奥野 愛香（高槻赤十字病院皮膚・形成外科センター）

O-22

Ⓡ

シミ治療における肌画像撮影装置（re-Beau 2 ）の有用性
本田 治樹（いわきクリニック形成外科・皮フ科）

O-23

2020 年夏

新型コロナ感染症診療に従事する医療関係者への日やけ止めクリーム

配布から見えてきたもの
古川

福実（日本赤十字社 高槻赤十字病院皮膚形成外科センター）

■ 12：20〜13：20

ランチョンセミナー
座長：山本 有紀（和歌山県立医科大学皮膚科学教室）
LS5

アトピー性皮膚炎治療の基本〜行動経済学の使い方〜
大塚 篤司（近畿大学医学部皮膚科学教室）
共催：日本イーライリリー株式会社

■ 13：30〜14：30
一般演題

「皮膚老化・痤瘡・色素病変」
座長：下田 貴子（しもだ皮ふ科クリニック）
国本 佳代（和歌山県立医科大学附属病院皮膚科）
O-32

プロプラノロール療法後にダイレーザーによる追加治療を行った乳児血管腫の 1 例
中山 若菜（熊本大学病院皮膚病態治療再建学講座）

O-33

アトピー性皮膚炎患者の老化特徴に関する基礎調査
豊島 美咲（ピアス株式会社）

O-34

マイクロニードルによる押圧の作用メカニズム検討
松永由紀子（資生堂グローバルイノベーションセンター）

O-35

思春期後痤瘡（大人ニキビ）は月経周期と連動し難治性である
〜ニキビ日記 28 日間の記録から〜
船木 敦子（小林製薬株式会社ヘルスケア事業部）

O-36

炎症後紅斑を伴った痤瘡後瘢痕に対する IPL（Intense Pulsed Light）治療の有効性
渡辺 彩乃（岩手医科大学皮膚科）

O-37

閉経後女性におけるエクオールのシミ予防効果に関する調査研究と基礎検討
宮川 春菜（大塚製薬株式会社 佐賀栄養製品研究所）

O-38

露地栽培アガリクス（KA21 株）の美容分野への応用
〜育毛作用と創傷治癒促進作用
元井 章智（東栄新薬株式会社）
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■ 15：40〜16：40

スイーツセミナー
「最新メソセラピーガンを使用した自己血サイトカイン療法」
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）

久保田潤一郎（久保田潤一郎クリニック）
SS5-1

自己血から作るオーダーメイド治療「ACRS 療法」とは
梁川 厚子（ヤナガワクリニック）

SS5-2

最新メソセラピーガンを使用した自己血サイトカイン療法
平田 玲奈（表参道レジュバメディカルクリニック）

共催：ワイズ・インターナショナル株式会社/株式会社ネイチャーフォース・ジャパン
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