
第 36 回日本美容皮膚科学会総会・学術大会
スケジュール

�月�日（金）

第�会場 �階 ホールB7（�）

■ 15：00〜18：30

プレセミナー
「美容皮膚科，いろはのい」

座長：大井 綱郎（あたご皮フ科/東京医科大学）

沼野香世子（クイーンズスクエアメディカルセンター）

�．レーザー，光，高周波（RF）について

西村 浩之（株式会社ジェイメック）

�．レーザー治療の原理と基礎

木村有太子（順天堂大学浦安病院皮膚科）

�．Filler に関する基礎と臨床

上野 美律（（医）天祐会琴似タワー皮膚科形成外科）

�．メーカーデモンストレーション

プレセミナーは事前登録制です。

学術大会ホームページ（URL：http://bihifu36.umin.jp）の

プレセミナーページ最下部の申込ボタンよりご登録をお願いします。

※学会前日となります。ご注意ください。

※学会参加登録（東京国際フォーラム 地下�階 ホールＥ）はございますので，

参加登録後に会場へお越しください。
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�月�日（土）

第�会場 �階 ホールB7（�）

■ 8：00〜8：30

開会挨拶・総会
尾見 徳弥（クイーンズスクエアメディカルセンター）

■ 8：30〜10：00

教育講演�

「Rejuvenation 基礎から総論まで」

座長：Goh Chee Leok（National Skin Center）

髙山 良子（日本医科大学）

�．Rejuvenation 基礎から総論まで

秋田 浩孝（藤田保健衛生大学坂文種報德會病院皮膚科）

�．Compared effects of light-based skin rejuvenation

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）

�．IPL-old technology?

Michael Drosner（Department of Dermatology, Technical University of Munich,

Germany）

■ 10：30〜12：00

教育講演�

「日米における機器によるシミ治療の実践」

座長：川島 眞（東京女子医科大学）

山本 有紀（和歌山県立医科大学）

�．肝斑治療における低フルエンスＱスイッチYAGレーザー照射の有用性

堀内 祐紀（医療法人社団ケイロン秋葉原スキンクリニック）

�．Treatment of Pigmented Lesions Using Laser and Energy Devices：The United

States View

Arielle Kauvar（New York Laser & Skin Care, USA）

�．レーザートーニング Laser Toning（LT）：12 年間の臨床経験

山下 理絵（湘南藤沢形成外科クリニックR）

パネリスト

秋田 浩孝（藤田保健衛生大学坂文種報德會病院皮膚科）
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■ IMCAS合同セッション
13：10〜14：40

座長：宮地 良樹（京都大学）

尾見 徳弥（クイーンズスクエアメディカルセンター）

�．compliment

Benjamin Ascher（IMCAS, Director）

�．What×s new in Laser therapy

Michael Drosner（Department of Dermatology, Technical University of Munich,

Germany）

15：10〜16：40

座長：古川 福実（高槻赤十字病院）

朝山 祥子（日本医科大学）

�．The adjunctive power of 830 NM LED-LLLT：benefits for the aesthetic/

dermatologic surgeon.

Glen Calderhead（Korea Institute for Photomedicine and Photosurgery Research,

Goyang, South Korea）

�．What×s new in PRP & Fillers

Tzachi Shelkovitz（Past President, Israeli Society for Dermatologic Surgery, Israel）

�．What×s new for pigmented lesion treatment

Arielle Kauvar（New York University School of Medicine,

Clinical Professor of Dermatology, USA）

17：10〜18：40

座長：川田 暁（近畿大学）

山本 有紀（和歌山県立医科大学）

�．Aesthetic clinical practice in the UK−New standards and regulations

Godfrey Town（University of Wales Trinity Saint David, UK）

	．Picosecond Lasers on Asian Skin−Do they live up to expectation？

Goh Chee Leok（National Skin Center, Singapore）


．Augmented Reality in Aesthetic Dermatology：SeeÝDeep HeatingßEnergy-based

Skin Tightening in A New Angle

Wen Hsien Ethan Huang（GeneHope Aesthetic Medical Group, Taiwan）

第 36 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 �階 ホールB7（	）

■ 8：30〜10：00

教育講演	

「美容皮膚科領域における新しい治療」

座長：坪井 良治（東京医科大学）

山田 秀和（近畿大学医学部奈良病院）

�．機器による多汗症治療

上中智香子（和歌山県立医科大学皮膚科）

�．HIFUを用いた治療

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

�．皮膚科領域におけるプラズマ治療の可能性

渡邊 千春（医療法人千美会 千春皮フ科クリニック）

■ 10：30〜12：00

教育講演


「韓国における最新美容施術」

座長：宮地 良樹（京都大学）

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

�．Preliminary Report：Changes in Melanin, Melanocyte, Melanoma Cell After

Radiofrequency Irradiation

HyoungMoon Kim（Miaero Clinic, Seoul, South Korea）

�．Korean Dermatologists×contribution to aesthetic laser therapy

Un-Cheol Yeo（S&UDermatologic Clinic, South Korea）

�．Interactive thermal tissue reaction of 7-MHz intence focused ultrasound

and 1-MHz and 6-MHz radiofrequency on cadaveric skin

Hyun Jun Park（Maylin Clinic, Apgujeong branch , South Korea）

■ 12：10〜13：00

ランチョンセミナー�

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）

毛成長デバイスとしての赤色 LED：基礎から臨床へ

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

■ 13：10〜14：40

スポンサードシンポジウム�

「美容医学とアンチエイジング，育毛」

座長：漆畑 修（宇野皮膚科医院）

�．美容皮膚科に必要なオプションとテクニックUpdate 2018

山下 理絵（湘南藤沢形成外科クリニックR）
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�．海洋性たんぱく質複合体による薄毛治療の効果及び安全性について

Paul M. Glat（Paul M. Glat M.D. Plastic Surgery Center, USA）

共催：PRSS. Japan 株式会社

■ 15：10〜16：40

教育講演 11
「医療承認を取得した機種で行う美容レーザー治療」

座長：乃木田俊辰（新宿南口皮膚科）

山田 裕道（国際親善総合病院）

�．ロングパルスアレキサンドライトレーザー・ヤグレーザーで何が出来る？メカニズム

と治療効果

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

�．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（医療法人中野会中野医院）

�．フラクショナルモード搭載スキャナー付き炭酸ガスレーザーの臨床効果

中園亜矢子（赤坂クリニック）

■ 17：10〜18：00

スイーツセミナー�

座長：飯尾 礼美（飯尾形成外科）

解剖学的なエイジング変化に対する注入治療の有用性

〜最近のトレンドやリスクマネジメントをふまえて〜

慶田 朋子（銀座ケイスキンクリニック）

共催：アラガン・ジャパン株式会社

第�会場 �階 ホールB5（�）

■ 8：30〜10：00

教育講演�

「レーザー脱毛 原理から基礎まで」

座長：乃木田俊辰（新宿南口皮膚科）

下田 貴子（しもだ皮フ科クリニック）

�．レーザー脱毛の基礎と原理

乃木田俊辰（新宿南口皮膚科/東京医科大学）

�．レーザー脱毛の臨床

加藤 篤衛（医療法人社団友篤会浦安皮膚科/日本医科大学皮膚科）

�．レーザー脱毛における副作用

乾 重樹（大阪大学医学部皮膚毛髪再生医学）
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■ 12：10〜13：00

ランチョンセミナー	

「機能性ペプチドを用いた薄毛治療の新たな試み」

座長：山田 秀和（近畿大学医学部奈良病院）

�．ペプチドの構造と機能

佐藤 健司（京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻）

�．プラズマおよび導入機器を用いた発毛および育毛治療におけるペプチド製剤の可能性

奥村 千香（おくむらクリニック）

共催：クレシオヘルスケア株式会社

■ 13：10〜14：40

教育講演�

「難治性痤瘡をどう治療するか？」

座長：山本 有紀（和歌山県立医科大学）

朝山 祥子（日本医科大学）

�．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）

�．レーザー・EBD（energy based devices）

朝山 祥子（日本医科大学皮膚科）

�．痤瘡後瘢痕に対するレーザー治療と小工夫

河野 太郎（東海大学医学部外科学系形成外科学）

■ 15：10〜16：40

教育講演 12
「最新治療と定番治療，それを用いた経営戦略」

座長：川田 暁（近畿大学）

根岸 圭（東京女子医科大学附属成人医学センター）

�．最新治療ピコセカンドレーザーと定番治療 IPL：基礎と臨床

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）

�．レーザーや光（IPL）治療以外の機器は最新治療？ 定番治療？

秋田 浩孝（藤田保健衛生大学坂文種報德會病院皮膚科）

�．美容医療機器の特性を活かした患者心理に寄り添うトータルリジュビネーション戦略

荒尾 直樹（あらおクリニック）
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■ 17：10〜18：00

スイーツセミナー	

座長：中野 俊二（中野医院）

Nd：YAG Low 532 nm & 1,064 nm Picosecond レーザーの使用経験

〜当院における Skin Rejuvenation 治療における役割〜

黄 聖琥（KO CLINIC for Antiaging）

共催：WONTECH JAPAN株式会社

第�会場 �階 ホールB5（	）

■ 8：30〜10：00

教育講演�

「化粧品から機能性化粧品へ〜安全性と効能評価の為の倫理的課題」

座長：伊藤 正俊（東邦大学）

石河 晃（東邦大学医療センター大森病院）

�．化粧品の機能拡大，機能性化粧品の皮膚障害について

関東 裕美（東邦大学医療センター大森病院）

�．化粧品の安全性に関して 代替法の現状と課題

板垣 宏（横浜国立大学大学院工学研究院）

�．化粧品の安全性−倫理委員会に必要な提出資料について

伊藤 正俊（東邦大学）

■ 10：30〜12：00

教育講演�

「血管性病変の治療 総論から手術，レーザー治療まで」

座長：神人 正寿（和歌山県立医科大学）

遠藤 英樹（近畿大学医学部堺病院）

�．血管腫の分類と総論

神人 正寿（和歌山県立医科大学皮膚科）

�．血管腫・血管奇形に対する色素レーザー治療について

長濱 通子（神戸百年記念病院皮膚科・美容皮膚科）

�．血管腫・血管奇形の外科的治療

中岡 啓喜（愛媛大学医学部附属病院形成外科）
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■ 12：10〜13：00

ランチョンセミナー�

「最新レーザー治療器アップデート8For Face and Body=」

座長：川田 暁（近畿大学）

�．最新痩身レーザー SculpSure の新知見

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

�．PicoSure による skin revitalization

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

■ 13：10〜14：40

教育講演�

「レジュビネーションにおける単発機と複合機の長所と短所」

座長：山田 裕道（国際親善総合病院）

秋田 浩孝（藤田保健衛生大学坂文種報德會病院）

�．美容皮膚科診療の際の考え方

秋田 浩孝（藤田保健衛生大学坂文種報德會病院皮膚科）

�．皮膚全層の機能を改善させていく Skin rejuvenation 治療について考える

黄 聖琥（KO CLINIC for Antiaging）

�．複合機によるコンビネーション美容治療の実際

有川 公三（有川スキンクリニック）

■ 15：10〜16：40

日本美容外科学会共催セッション
「美容外科医が提唱する使える治療テクニック」

座長：大久保正智（等々力皮フ科形成外科）

青木 律（グリーンウッドスキンクリニック立川）

�．神経幹細胞培養上澄み液を併用したスレッドリフト

池田 欣生（東京皮膚科・形成外科 銀座院）

�．顔面や体幹部のしわや陥凹部に対して効果が高く持続の長い線維芽細胞成長因子添加

型多血小板血漿治療

鎌倉 達郎（聖心美容クリニック）

�．顔面の脂肪注入術

酒井 直彦（銀座Ｓ美容・形成外科クリニック）

共催：一般社団法人日本美容外科学会
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■ 17：10〜18：00

スイーツセミナー�

座長：林 伸和（虎の門病院）

なぜ化粧品のビタミンＡが皮膚科医や美容皮膚科医に必須なのか

デス・フェルナンデス（ルネッサンス・ボディサイエンス・インスティテュート）

共催：株式会社プロティア・ジャパン

第�会場 �階 ホールD5

■ 9：00〜9：50

一般演題 セッション�

座長：板井 恒二（いたい皮ふ科）

10：00〜10：50

一般演題 セッション	

座長：宇津木龍一（クリニック宇津木流）

11：00〜11：50

一般演題 セッション�

座長：漆畑 修（宇野皮膚科医院）

13：10〜14：00

一般演題 セッション�

座長：板見 智（大分大学）

14：10〜15：00

一般演題 セッション�

座長：中野 俊二（中野医院）

15：10〜15：50

一般演題 セッション


座長：岡﨑 静（日本医科大学）

16：00〜16：50

一般演題 セッション�

座長：沼野香世子（クイーンズスクエアメディカルセンター）

第 36 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 帝国ホテル 本館	階 孔雀の間（南）

■ 13：10〜14：40

教育講演 10
「婦人科におけるレーザーによるRejuvenation 治療」

座長：太田 博明（国際医療福祉大学臨床医学研究センター/

山王メディカルセンター女性医療センター）

井上 多恵（さいたま赤十字病院）

�．閉経後性器尿路症候群の実態と対策

太田 博明（国際医療福祉大学臨床医学研究センター/

山王メディカルセンター女性医療センター）

�．産婦人科クリニックにおける膣・外陰レーザー治療の臨床効果

八田真理子（聖順会ジュノ・ヴェスタクリニック八田）

�．産婦人科領域におけるRejuvenation 治療までの道のりと臨床（治療経験を通して）

高橋 俊一（メディアージュクリニック）

■ 16：30〜18：30

スポンサードイブニングセミナー
「8光=と生きる肌 −光は肌の敵か味方か−」

座長：川島 眞（東京女子医科大学/医療法人社団ウェルエイジング）

尾見 徳弥（クイーンズスクエアメディカルセンター）

�．美容皮膚科医が知って得する光老化の最新知見

川島 眞（東京女子医科大学/医療法人社団ウェルエイジング）

�．美容効果を引き出す光治療を考える

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）

�．光ストレスと生体内抗酸化機構賦活による生体防御

久米 利明（富山大学大学院医学薬学研究部応用薬理学/

京都大学大学院薬学研究科薬品作用解析学）

�．パネルディスカッション

司会 西沢 邦浩（日経BP社 日経 BP総研メディカル・ヘルスラボ）

パネリスト

川島 眞（同上）

尾見 徳弥（同上）

久米 利明（同上）

本間 陽一（ロート製薬株式会社）

女優ゲスト（当日発表）

共催：ロート製薬株式会社
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�月�日（日）

第�会場 �階 ホールB7（�）

■ 8：00〜13：30

ライブデモンストレーション
座長：川内 康弘（東京医科大学茨城医療センター）

尹 浩信（熊本大学）

尾見 徳弥（クイーンズスクエアメディカルセンター）

Benjamin Ascher（IMCAS, Director）

Glen Calderhead（Korea Institute for Photomedicine and Photosurgery

Research, Goyang, South Korea）

Goh Chee Leok（National Skin Center, Singapore）

�．株式会社ベリタス/メトラス株式会社

新しい大容量用MyCells 50 で作製した LP-PRP とメソガン（FrenchShot U225/フランス）を

使用した，発毛治療を今回のライブデモでご案内させて頂きます。術者は治療法を考案された

イスラエルのDr. Tzachi Shelkovitz です。自身の血小板をメソガンを活用し頭皮へ注入し良い

発毛結果を得ています。痛みに関しても従来の治療法と比較し，格段に抑えられております。

是非ご覧頂くと共に，ご導入のご検討のほど，お願い申し上げます。

�．サイトンジャパン合同会社

光治療器 BBLは，従来の光治療器に比べダブルフラッシュランプ方式を採用することにより

効率的，短時間で治療することができます。また多彩なフィルター，可変スポット，また温度

調整機能付きクーリングスポットによりターゲットに対しより安全で高い治療効果を得る事が

可能です。今回，実際の治療の様子をご覧いただきながらBBLの有効的な使用方法を紹介致し

ます。

�．ガデリウス・メディカル株式会社

Ellipse A/S（デンマーク）社製 Nordlysノーリス

ノーリス（nordlys）は，安全で低侵襲的な光線治療装置の分野で世界をリードするエリプス社

（デンマーク）が開発した，次世代の光線治療器の最新モデルです。

波長域を広く照射する I2PL（アイ・ツー・ピー・エル）と呼ばれる次世代型 IPL（=Intense

Pulsed Light）の光を照射することで，安全かつ効果的に治療することができ，また，費用対

効果が高い治療が可能になっております。

�．Jeisys Medical Japan 株式会社

ULTRAcelQ +（ウルトラセル キュープラス）は，�ショットあたり 1.489秒という驚異的な

速さを誇り，スピーディな施術を可能にする最新の HIFU 治療機です。HIFU の焦点深度 1.5

mmから 9.0 mmまで�種類のカートリッジを備え，フェイス・ボディにおけるたるみ，しわ

に適応しています。ハンドピースは治療部位を見やすく設計。HIFU による即時的および中長

期的な効果で患者満足度を追求します。
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�．シネロン・キャンデラ株式会社

フラクショナルモード搭載炭酸ガスレーザー「コア」は，初めてフラクショナル照射が認めら

れた炭酸ガスレーザーで，高性能なデジタルスキャナーを用いて正確かつ切れの良い蒸散が可

能です。また，ロングパルス長期減毛用レーザー「GentleMax Pro」は，アレキサンドライト

レーザーとNd：YAGレーザーの�波長を使い分けすることで，様々なケースに対応すること

が可能な医療用脱毛レーザーです。

�．株式会社ジェイメック

本セッションでご紹介いたしますmiraDryⓇ（ミラドライ）システムは，マイクロ波による原

発性腋窩多汗症治療で，唯一国内医療承認を取得した，切らないワキ汗治療器です。

本システムは，皮膚表面をコンタクト・クーリングしながらマイクロ波を照射し，真皮深層と

皮下組織の汗腺が存在する領域一帯を焼灼・凝固することで発汗を永続的に抑制します。

	．ガルデルマ株式会社

一般名称：ヒアルロン酸使用軟組織注入材

販売名称：レスチレン® リド

販売名称：レスチレン® リフトTMリド

レスチレンシリーズは，NASHATMテクノロジーにより，粒子サイズが均一化されゲルが注入

部位に留まりやすく，安定した効果を発揮します。レスチレン® リドは，注入部位でなじませ

やすいので比較的浅い層へのアプローチに適しており，レスチレン® リフトTMリドは，レスチ

レン® リドよりゲル高度が高い為しっかりとしたリフティング効果が必要な深い層へのアプ

ローチに適しています。


．メディカランド株式会社

今話題の蓄熱レーザー脱毛機ÝSoprano ICE Platinumß（Alma 社製/イスラエル）は，755 nm，

810 nm，1064 nm の�波長同時照射が可能な機器で，異なる深さの毛包に一度に，均一に蓄熱

することができます。

この特性を生かし，�つのことが実現可能となりました。

①蓄熱方式により実現した子供でも受けられる痛みの無い脱毛

②�波長同時照射によるすべての肌・毛の色へ対応

③連続照射による，打ち漏れの軽減と時間の短縮

これらの特徴を渡邊千春先生（千春皮フ科クリニック）に解説いただきながら，様々なシーン

での活用をご紹介いただきます。

■ 13：40〜15：10

教育講演 16
「注入剤，PRPそして培養皮膚移植」

座長：川名 誠司（日本医科大学）

久保田潤一郎（久保田潤一郎クリニック）

�．フィラー注入〜安全な注入手技の基本から近年のトレンドまで〜

岩城佳津美（いわきクリニック形成外科・皮フ科）

�．Regenerative medicine using peripheral platelets for hair loss and aesthetic intention

Tzachi Shelkovitz（Past President, Israeli Society for Dermatologic Surgery, Israel）

�．培養表皮細胞，血小板を用いた整容的再生医療技術

井上 肇（聖マリアンナ医科大学形成外科内幹細胞再生医学（angfa寄附）講座）
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■ 15：30〜17：30

市民公開講座
「脱毛新時代〜手法とニーズの多様化に挑む〜」

オーガナイザー・演者：川島 眞（東京女子医科大学/医療法人社団ウェルエイジング）

演者：尾見 徳弥（クイーンズスクエアメディカルセンター）

Godfrey Town（University of Wales Trinity Saint David, UK）

夕霧 らい（シンポジスト・女優）

共催：一般社団法人 日本エステティック経営者会

第	会場 �階 ホールB7（	）

■ 8：00〜8：50

モーニングセミナー�

「美容医療のスペシャリストに学ぶ。化粧品の活かし方」

座長：須賀 康（順天堂大学浦安病院）

�．エステティックの現状を踏まえた化粧品障害

関東 裕美（東邦大学医療センター大森病院）

�．顔面の皮膚疾患治療と並行して行うスキンケア，メイクアップについて

村上 早織（村上皮フ科クリニック）

共催：アクセーヌ株式会社

■ 9：00〜10：30

教育講演 13
「法的規制に関して」

座長：田代 博嗣（日本医科大学）

武藤 正彦（山口県立総合医療センター）

�．医療法の広告規制について

長房 勝也（厚生労働省医政局総務課医療政策企画官）

�．美容医療サービスに関する割賦販売法の規制について

北村 貴志（経済産業省商務・サービスグループ商取引監督課）

�．医学研究における法的規制について

古田 淳一（厚生労働省大臣官房厚生科学課）
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■ 11：00〜12：30

スポンサードシンポジウム	

「瘢痕を残さないニキビ治療（自由診療を行う際の注意）」

座長：川島 眞（東京女子医科大学）

林 伸和（虎の門病院）

�．痤瘡瘢痕を残さないための保険治療

角田 美英（かくた皮膚科クリニック）

�．痤瘡瘢痕を残さないためにできること

野本真由美（野本真由美スキンケアクリニック）

�．痤瘡瘢痕に対する外科的アプローチとマイクロニードルフラクショナルＲＦによる

治療経験

門田 聡（かどた皮ふ科・形成外科）

�．「自由診療を行う際の注意点と最新の法改正」

〜ホームページ掲載内容の規制やクーリングオフ制度導入など〜

野間 自子（三宅坂総合法律事務所 弁護士）

共催：マルホ株式会社

■ 12：40〜13：30

ランチョンセミナー�

「何故，患者さんはリピートするのか？ 〜イオン導入の基礎と実践〜」

座長：安部 正敏（札幌皮膚科クリニック）

�．経皮投与デバイスとしてのイオントフォレシス（イオン導入法）は唯一無二の存在か？

徳留 嘉寛（城西大学薬学部皮膚生理学研究室）

�．私がイオン導入による薬剤送達を選ぶ理由・患者さんが喜ぶ理由

服部 英子（南青山皮膚科スキンナビクリニック）

共催：資生堂ジャパン株式会社/岩城製薬株式会社

■ 13：40〜15：10

教育講演 17
「美容皮膚科領域におけるAI（artificial intelligence）」

座長：宮地 良樹（京都大学名誉教授）

内田 英二（日本医科大学消化器外科）

伊藤麻衣子（いとうまい子）（早稲田大学/女優）

�．高齢者のロコトレ継続と筋力増強のためのロコモ支援ロボットの開発

伊藤麻衣子（いとうまい子）（早稲田大学大学院/女優）

�．ÝDeep Ackermanß皮膚病理AI診断の試みと問題点

山崎 研志（東北大学大学院医学系研究科皮膚科学）

�．皮膚科臨床画像 AI診断の国内外の現状

藤本 学（筑波大学医学医療系皮膚科学）
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第�会場 �階 ホールB5（�）

■ 8：00〜8：50

モーニングセミナー	

「ロングセラーにはワケがある〜IPL，スキャナ搭載 CO2，ダイオード〜」

座長：長濱 通子（神戸百年記念病院）

�．IPL一台で広がる美容治療の世界〜18 年の使用経験から〜

神田 弘貴（三田皮膚科/昭和大学医学部 皮膚科学教室）

�．そこが知りたいAcuPulse 〜スキャナー搭載炭酸ガスレーザ治療について〜

乗杉 理（けやきひふ科）

�．皮膚科医と経営者の両側面から考える〜レーザー脱毛とその運用〜

大仁田亜紀（医療法人社団兼愛会 前田医院 皮膚科・美容皮膚科）

共催：株式会社日本ルミナス

■ 9：00〜10：30

教育講演 14
「痩身」

座長：須賀 康（順天堂大学医学部附属浦安病院）

鎌倉 達郎（聖心美容クリニック）

�．HIFUを応用した痩身機器の効果の検証

寺町 英明（聖心美容クリニック大阪院）

�．美容皮膚科における痩身治療〜Body contouring の視点から〜

下島久美子（KUMIKO CLINIC）

�．複合的な切らない痩身治療の進め方

河村 優子（渋谷セントラルクリニック）

■ 11：00〜12：30

スポンサードシンポジウム�

「皮膚科医が実践する美容治療」

座長：島田 眞路（山梨大学）

佐伯 秀久（日本医科大学）

�．後期高齢者の美容医療

上田由紀子（ニュー上田クリニック）

�．美容診療に必要な接触皮膚炎の知識

伊藤 明子（ながたクリニック）

�．皮膚科医が行なう QOL を高める美容治療

畑 三恵子（髙野医科クリニック）

�．男性医師も知っておくべき化粧の実際

山田 裕道（国際親善総合病院）

共催：常盤薬品工業株式会社 ノブ事業部
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■ 12：40〜13：30

ランチョンセミナー�

「ウルトラフォーマーⅢ（高密度焦点式超音波：HIFU）について」

座長：石川 浩一（クロスクリニック銀座）

�．最新 HIFU ウルトラフォーマーⅢ〜患者満足度を上げるリフトアップ＆スキン

リジュビネーション効果について〜

下島久美子（KUMIKO CLINIC）

�．私が考える HIFU ウルトラフォーマーⅢの活用法Ý痩身からフェイシャルデザイン

への応用までß

菅原 順（JUN CLINIC）

共催：株式会社 INFIX／株式会社CLASSYS JAPAN

■ 13：40〜15：10

教育講演 18
「光老化」

座長：林 伸和（虎の門病院）

森田 明理（名古屋市立大学）

�．太陽光の作用と光老化の病態−レビュー

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）

�．SPFと PAの正しい知識と，実際の塗布時の課題

菊地 克子（東北大学病院皮膚科）

�．紫外線防御とビタミンＤ

森脇 真一（大阪医科大学皮膚科）

共催：日本香粧品学会

■ 15：30〜17：30

第�回日本痤瘡研究会学術大会

第�会場 �階 ホールB5（	）

■ 8：00〜8：50

モーニングセミナー�

「蓄熱式脱毛レーザー安全講習会」

�． 大城 貴史（大城クリニック）

�． 北野 幸恵（千歳台きたのクリニック）

共催：株式会社メディカルユーアンドエイ
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■ 9：00〜10：30

教育講演 15
「レーザー脱毛 機器の選択，難治例，経営戦略」

座長：坪井 良治（東京医科大学）

古村 南夫（福岡歯科大学医科歯科総合病院）

�．難治例におけるレーザー脱毛とその対処法

吉家 弘（赤坂クリニック）

�．ロングパルスアレキサンドライトレーザーを用いた医療レーザー脱毛の難治例〜硬毛

化を中心に〜

斎藤美菜子（西新町二丁目クリニック）

�．医療機関におけるレーザー脱毛の経済的効果

塚原 孝浩（医療法人愛誠会 つかはらクリニック）

■ 11：00〜12：30

中間報告
「ピコレーザー」

座長：船坂 陽子（日本医科大学）

秋田 浩孝（藤田保健衛生大学坂文種報德會病院）

�．ピコセカンドレーザーによる良性色素性病変の治療：Ｑスイッチレーザーとの比較検討

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）

�．ピコセカンドレーザーの臨床応用

大城 貴史（大城クリニック）

�．ピコ秒レーザーを用いた刺青治療

河野 太郎（東海大学医学部外科学系形成外科学）

■ 12：40〜13：30

ランチョンセミナー


座長：須賀 康（順天堂大学医学部附属浦安病院）

尋常性痤瘡のトータルトリートメント 〜急性炎症期の治療法を中心に〜

乃木田俊辰（新宿南口皮膚科/東京医科大学）

共催：株式会社ポーラファルマ

■ 13：40〜15：10

教育講演 19
「Rejuvenation 新しい機器による応用」

座長：秋田 浩孝（藤田保健衛生大学坂文種報德會病院）

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

�．RFによる Rejuvenation 治療

石川 浩一（クロスクリニック銀座）
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�．レーザーを用いた Skin Rejuvenation 治療を効果的にすすめるための補助療法

黄 聖琥（KO CLINIC for Antiaging）

�．一体，どの装置によるRejuvenationが最適か？

宮田 成章（みやた形成外科・皮ふクリニック）

■ 15：25〜17：25

平成 30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

第�会場 �階 ホールD5

■ 9：00〜9：50

一般演題 セッション�

座長：加藤 篤衛（浦安皮膚科/日本医科大学）

10：00〜11：00

一般演題 セッション�

座長：井上 多恵（さいたま赤十字病院）
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