日程表

第 1 日目

9 月 9 日（金）

A会場

B会場

C会場

D会場

E会場

県民ホール

中ホール

大ホールA

大研修室1

大研修室2

9：00 9：00〜9：10
会長挨拶・会務報告
9：10〜9：20

乾癬患者統計

9：30〜11：30

P.67 9：30〜10：30

一般演題 1
（1〜6）

10：00

シンポジウム 1
生体防御機構と乾癬

11：00

P.143 9：30〜10：30

多田 弥生/
髙橋 隼也/
小川 陽一/
杉浦 一充
【森田 明理/本田 哲也】

P.152 9：30〜10：30

一般演題 4
（19〜24）

P.167 9：30〜10：30

一般演題 9
（49〜54）

P.187

一般演題 14
（80〜85）

尋常性乾癬 1

膿疱性乾癬 1

乾癬性関節炎 1

乾癬類縁疾患 1

【渡辺 大輔/浅野 善英】

【須賀 康/杉田 和成】

【河野 通浩/中島 英貴】

【川村 龍吉/伊藤 寿啓】

10：40〜11：40

P.146 10：40〜11：40

一般演題 2
（7〜12）

P.155 10：40〜11：45

一般演題 5
（25〜30）

P.170 10：40〜11：40

一般演題 15
（86〜91）

一般演題 10
（55〜61）

尋常性乾癬 2

研究

【鈴木 民夫/森脇 真一】

【天野 正宏/森実 真】

P.190

乾癬類縁疾患 2

乾癬性関節炎 2

【奥山 隆平/中原 剛士】

【下村 裕/大磯 直毅】

11：50〜12：00Janssen Psoriasis Award

12：00 12：00〜12：30

鳥居・帝國乾癬研究
奨励賞・講演
P.97 12：40〜13：40

12：40〜13：40

ランチョンセミナー 1
Psoriatic Disease の観点
から考える治療戦略

13：00

岡田 正人/多田 弥生
【五十嵐 敦之/山口 由衣】
共催：ヤンセンファーマ
（株）/
大鵬薬品工業（株）
13：50〜14：50

14：00

P.47 13：50〜14：50

特別講演 1
Butterflies, Physics,
Roulette, and the
Treatment of Psoriasis
Kim A Papp
【金蔵 拓郎】

15：00

15：00〜17：00

渡邉 玲/本田 哲也
【鶴田 大輔/藤本 学】

P.71 15：00〜16：30

シンポジウム 2
16：00

水谷 健人/
清原 裕貴/
東 裕子/
村井 治/
稲福 和宏
【山本 俊幸/朝比奈 昭彦】

Basic and clinical
research on
psoriasis from Asia

特別講演 2
乾癬研究の歴史
18：00

佐野 栄紀
【大槻 マミ太郎】

P.48 17：10〜18：10

P.158 13：50〜14：50

P.174

一般演題 11（62〜67）

尋常性乾癬 3

生物学的製剤 1

【長谷川 稔/中島 喜美子】

【大山 学/多田 弥生】

P.161 15：00〜16：00

一般演題 7（37〜42）

多様化する乾癬患者さんのニーズに
あわせた治療を考える

安田 正人/新井 達
橋本 由起/岸本 暢將
【朝比奈 昭彦/森実 真】
【山中 恵一/森田 明理】
共催：ノバルティス ファーマ
（株）/
共催：ユーシービージャパン
（株）
マルホ
（株）

P.178

一般演題 12（68〜73）

尋常性乾癬 4

生物学的製剤 2

【井川 健/茂木 精一郎】

【石河 晃/藤本 徳毅】

乾癬バイオの選び方
〜2 つの視点から〜

Patient Centricity で
考える乾癬治療

10年間の使用経験から見えて
きたアダカラムの活用方法

馬屋原 孝恒/梅澤 慶紀
【今福 信一/大槻 マミ太郎】
共催：サンファーマ
（株）

本間 大/遠藤 幸紀
【奥山 隆平/山中 恵一】
共催：協和キリン
（株）

多田 弥生
【五十嵐 敦之】
共催：
（株）JIMRO

P.149 17：10〜18：10

P.164 17：10〜18：10

P.184

一般演題 3（13〜18）

一般演題 8（43〜48）

尋常性乾癬 5

膿疱性乾癬 2

治療

【名嘉眞 武國/川上 民裕】

【小宮根 真弓/谷崎 英昭】

【杉浦 一充/室田 浩之】

18：20〜19：10

P.115 18：20〜19：10

イブニングセミナー 1
Ⓡ

ドボベット フォームの特徴から考える
乾癬外用療法の新たな可能性
19：00

日野 亮介/大久保 ゆかり
【藤本 学/佐伯 秀久】
共催：アムジェン
（株）

P.103

ランチョンセミナー 4

Huynh Nguyen Mai Trang/
Liangdan Sun/
Hye One Kim
P.135 16：10〜17：00
P.137 16：10〜17：00
P.139
16：10〜17：00
【Shigaku Ikeda/
スイーツセミナー 1
スイーツセミナー 2
スイーツセミナー 3
Tomotaka Mabuchi】

17：00
17：10〜18：10

病態を加味した
乾癬治療戦略

P.55 15：00〜16：00

Asian Psoriasis
Forum（English
Session）
生活習慣病と乾癬

軽症〜中等症乾癬患者へ
全身療法を行う意義

一般演題 6（31〜36）

乾癬研究の最前線

P101 12：40〜13：40

ランチョンセミナー 3

P.51 13：50〜14：50

教育講演

P.99 12：40〜13：40

ランチョンセミナー 2

一般演題 13（74〜79）

P.117 18：20〜19：10

P.119 18：20〜19：10

P.121

イブニングセミナー 2

イブニングセミナー 3

イブニングセミナー 4

IL-17A 阻害薬に
求められるものは？

炎症性皮膚疾患を考える

乾癬治療を考える
〜これからの治療戦略（23）〜

菅井 順一/高橋 英俊
本間 大/山﨑 文和
【鶴田 大輔/常深 祐一郎】
【佐野 栄紀/山口 由衣】
共催：レオ ファーマ（株）/協和キリン（株） 共催：日本イーライリリー（株）

神田 浩子/山﨑 研志
【川上 民裕】
共催：アッヴィ
（同）/
エーザイ
（株）

柴田 彩/多田 弥生
【小澤 明/山中 恵一】
共催：鳥居薬品（株）
【

- 12 -

】は座長

