
和歌山和歌山和歌山和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    記録記録記録記録    

    

代表世話人代表世話人代表世話人代表世話人    

和歌山県立医科大学和歌山県立医科大学和歌山県立医科大学和歌山県立医科大学                                                皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科    教授教授教授教授    古川古川古川古川    福実先生福実先生福実先生福実先生    

世話人世話人世話人世話人    

秋岡皮ふ科クリニック秋岡皮ふ科クリニック秋岡皮ふ科クリニック秋岡皮ふ科クリニック                                                                                院長院長院長院長    秋岡秋岡秋岡秋岡    嘉美先生嘉美先生嘉美先生嘉美先生    

上出皮フ科クリニック上出皮フ科クリニック上出皮フ科クリニック上出皮フ科クリニック                                                                                    院長院長院長院長    上出上出上出上出    康二先生康二先生康二先生康二先生    

海南医療センター海南医療センター海南医療センター海南医療センター                                                                        皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科    医医医医長長長長    貴志貴志貴志貴志    知生知生知生知生先生先生先生先生    

日本赤十字社和歌山医療センター日本赤十字社和歌山医療センター日本赤十字社和歌山医療センター日本赤十字社和歌山医療センター                                                皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科    部長部長部長部長    辻岡辻岡辻岡辻岡        馨馨馨馨    先生先生先生先生    

和歌山和歌山和歌山和歌山労災労災労災労災病院病院病院病院                                                                            皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科    部長部長部長部長    中村中村中村中村    智之先生智之先生智之先生智之先生    

橋本市民病院橋本市民病院橋本市民病院橋本市民病院                                                                                        皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科        医長医長医長医長        服部服部服部服部        舞子舞子舞子舞子先生先生先生先生    

    国立病院機構国立病院機構国立病院機構国立病院機構南和歌山医療センター南和歌山医療センター南和歌山医療センター南和歌山医療センター                                                    皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科    医長医長医長医長        南南南南        宏典先生宏典先生宏典先生宏典先生    

有田市立病院有田市立病院有田市立病院有田市立病院                                                                                    皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科    医長医長医長医長    吉益吉益吉益吉益        隆隆隆隆    先生先生先生先生    

公立公立公立公立那賀病院那賀病院那賀病院那賀病院                                                                                                            皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科    科長科長科長科長        米井米井米井米井        希希希希    先生先生先生先生    

                                                                                                                                                            (50(50(50(50 音順音順音順音順))))    

                                                                                                                                ((((平成平成平成平成 22227777 年年年年 11111111 月月月月現在現在現在現在))))    

共催共催共催共催    和歌山和歌山和歌山和歌山 CLINICAL DERMACLINICAL DERMACLINICAL DERMACLINICAL DERMA 研究会研究会研究会研究会    

鳥居薬品株式会社鳥居薬品株式会社鳥居薬品株式会社鳥居薬品株式会社    

第第第第 1111 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 12121212 年年年年 1111 月月月月 22222222 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「アトピー性皮膚炎の治療「アトピー性皮膚炎の治療「アトピー性皮膚炎の治療「アトピー性皮膚炎の治療    最近の話題」最近の話題」最近の話題」最近の話題」    

                                                                浜松医科大学浜松医科大学浜松医科大学浜松医科大学    皮膚科学皮膚科学皮膚科学皮膚科学    教授教授教授教授    瀧川瀧川瀧川瀧川    雅浩雅浩雅浩雅浩    先生先生先生先生    

    

第２回和歌山第２回和歌山第２回和歌山第２回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 12121212 年年年年 6666 月月月月 17171717 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「アトピー性皮膚炎の内なる問題」「アトピー性皮膚炎の内なる問題」「アトピー性皮膚炎の内なる問題」「アトピー性皮膚炎の内なる問題」    

                                                                細谷皮フ科細谷皮フ科細谷皮フ科細谷皮フ科    院長院長院長院長    細谷細谷細谷細谷    律子律子律子律子    先生先生先生先生    

    

第３回和歌山第３回和歌山第３回和歌山第３回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 13131313 年年年年 1111 月月月月 20202020 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「レーザーピーリングも含めた皮膚表層外科」「レーザーピーリングも含めた皮膚表層外科」「レーザーピーリングも含めた皮膚表層外科」「レーザーピーリングも含めた皮膚表層外科」    

富士森形成外科医院富士森形成外科医院富士森形成外科医院富士森形成外科医院    院長院長院長院長    富士森富士森富士森富士森    良輔良輔良輔良輔    先生先生先生先生    

    

第４回和歌山第４回和歌山第４回和歌山第４回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 13131313 年年年年 6666 月月月月 30303030 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「白癬の診断と治療」「白癬の診断と治療」「白癬の診断と治療」「白癬の診断と治療」    

帝京大学医学部帝京大学医学部帝京大学医学部帝京大学医学部    皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科    教授教授教授教授    渡辺渡辺渡辺渡辺    晋一晋一晋一晋一    先生先生先生先生    

    

第５回和歌山第５回和歌山第５回和歌山第５回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 14141414 年年年年 1111 月月月月 26262626 日（土）和歌山ビ日（土）和歌山ビ日（土）和歌山ビ日（土）和歌山ビッグ愛ッグ愛ッグ愛ッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「見逃され易い薬疹」「見逃され易い薬疹」「見逃され易い薬疹」「見逃され易い薬疹」    

杏林大学医学部杏林大学医学部杏林大学医学部杏林大学医学部    皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科    主任教授主任教授主任教授主任教授    塩原塩原塩原塩原    哲夫哲夫哲夫哲夫    先生先生先生先生    

    

第６回和歌山第６回和歌山第６回和歌山第６回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 14141414 年年年年 6666 月月月月 15151515 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「これからの乾癬治療の考え方」「これからの乾癬治療の考え方」「これからの乾癬治療の考え方」「これからの乾癬治療の考え方」    

東海大学医学部医学科感覚学系皮膚科学部門東海大学医学部医学科感覚学系皮膚科学部門東海大学医学部医学科感覚学系皮膚科学部門東海大学医学部医学科感覚学系皮膚科学部門    教授教授教授教授    小澤小澤小澤小澤    明明明明    先生先生先生先生    

    

    



第７回和歌山第７回和歌山第７回和歌山第７回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 15151515 年年年年 2222 月月月月 8888 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「皮膚病理組織の見方」「皮膚病理組織の見方」「皮膚病理組織の見方」「皮膚病理組織の見方」    

京都大学医学部附属病院京都大学医学部附属病院京都大学医学部附属病院京都大学医学部附属病院    病理部病理部病理部病理部    教授教授教授教授    真鍋真鍋真鍋真鍋    俊明俊明俊明俊明    先生先生先生先生    

    

第８回和歌山第８回和歌山第８回和歌山第８回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMDERMDERMDERMAAAA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 15151515 年年年年 6666 月月月月 21212121 日（土）日（土）日（土）日（土）JAJAJAJA ビル別館ビル別館ビル別館ビル別館    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「皮膚腫瘍の画像診断」「皮膚腫瘍の画像診断」「皮膚腫瘍の画像診断」「皮膚腫瘍の画像診断」    

虎の門病院虎の門病院虎の門病院虎の門病院    皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科    部長部長部長部長    大原大原大原大原    國章國章國章國章    先生先生先生先生    

    

第９回和歌山第９回和歌山第９回和歌山第９回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 15151515 年年年年 12121212 月月月月 6666 日（土）白良荘ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ日（土）白良荘ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ日（土）白良荘ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ日（土）白良荘ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「毛髪の異常「毛髪の異常「毛髪の異常「毛髪の異常    ～基礎と臨床～」～基礎と臨床～」～基礎と臨床～」～基礎と臨床～」    

徳島大学大学院感覚運動系病態医学講座皮膚科学分野徳島大学大学院感覚運動系病態医学講座皮膚科学分野徳島大学大学院感覚運動系病態医学講座皮膚科学分野徳島大学大学院感覚運動系病態医学講座皮膚科学分野    教授教授教授教授    荒瀬荒瀬荒瀬荒瀬    誠治誠治誠治誠治    先生先生先生先生    

    

第第第第 10101010 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 16161616 年年年年 6666 月月月月 19191919 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「光アレルギー性疾患の診断と治療」「光アレルギー性疾患の診断と治療」「光アレルギー性疾患の診断と治療」「光アレルギー性疾患の診断と治療」    

神戸大学大学院医学系研究科神戸大学大学院医学系研究科神戸大学大学院医学系研究科神戸大学大学院医学系研究科･応用分子医学講座皮膚科学･応用分子医学講座皮膚科学･応用分子医学講座皮膚科学･応用分子医学講座皮膚科学    教授教授教授教授    錦織錦織錦織錦織    千佳子千佳子千佳子千佳子    先生先生先生先生    

    

第第第第 11111111 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 16161616 年年年年 9999 月月月月 25252525 日（土）ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国日（土）ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国日（土）ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国日（土）ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「蕁麻疹・血管浮腫の治療「蕁麻疹・血管浮腫の治療「蕁麻疹・血管浮腫の治療「蕁麻疹・血管浮腫の治療 Up to dateUp to dateUp to dateUp to date」」」」    

広島大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学広島大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学広島大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学広島大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学    教授教授教授教授    秀秀秀秀    道広道広道広道広    先生先生先生先生    

    

第第第第 12121212 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 17171717 年年年年 5555 月月月月 21212121 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「ガイドライン皮膚科」「ガイドライン皮膚科」「ガイドライン皮膚科」「ガイドライン皮膚科」    

滋賀医科大学滋賀医科大学滋賀医科大学滋賀医科大学医学部臨床医科学皮膚科学講座医学部臨床医科学皮膚科学講座医学部臨床医科学皮膚科学講座医学部臨床医科学皮膚科学講座    教授教授教授教授    田中田中田中田中    俊宏俊宏俊宏俊宏    先生先生先生先生    

    

第第第第 13131313 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 17171717 年年年年 10101010 月月月月 1111 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「血液と皮膚疾患」「血液と皮膚疾患」「血液と皮膚疾患」「血液と皮膚疾患」    

岡山大学大学院岡山大学大学院岡山大学大学院岡山大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚・粘膜・結合織学医歯薬学総合研究科皮膚・粘膜・結合織学医歯薬学総合研究科皮膚・粘膜・結合織学医歯薬学総合研究科皮膚・粘膜・結合織学    教授教授教授教授    岩月岩月岩月岩月    啓氏啓氏啓氏啓氏    先生先生先生先生     
    

第第第第 14141414 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 18181818 年年年年 6666 月月月月 10101010 日（土）日（土）日（土）日（土）JAJAJAJA ビル別館ビル別館ビル別館ビル別館    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「「「「疣贅治療考疣贅治療考疣贅治療考疣贅治療考」」」」    

熊本大学大学院医学薬学研究部熊本大学大学院医学薬学研究部熊本大学大学院医学薬学研究部熊本大学大学院医学薬学研究部皮膚機能病態学分野皮膚機能病態学分野皮膚機能病態学分野皮膚機能病態学分野    講師講師講師講師    江川江川江川江川    清文清文清文清文    先生先生先生先生 

    

第第第第 15151515 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 18181818 年年年年 9999 月月月月 23232323 日（土）ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国日（土）ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国日（土）ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国日（土）ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「皮膚の再生医学「皮膚の再生医学「皮膚の再生医学「皮膚の再生医学    ～真皮から見れば～」～真皮から見れば～」～真皮から見れば～」～真皮から見れば～」    

大阪大学大学院大阪大学大学院大阪大学大学院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医学系研究科皮膚・毛髪再生医学寄附講座医学系研究科皮膚・毛髪再生医学寄附講座医学系研究科皮膚・毛髪再生医学寄附講座    教授教授教授教授    板見板見板見板見    智智智智    先生先生先生先生    

 

第第第第 16161616 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 19191919 年年年年 5555 月月月月 26262626 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「アレルギー性皮膚疾患の落とし穴「アレルギー性皮膚疾患の落とし穴「アレルギー性皮膚疾患の落とし穴「アレルギー性皮膚疾患の落とし穴    ～～～～EBMEBMEBMEBM を活かすコツ～」を活かすコツ～」を活かすコツ～」を活かすコツ～」    

関西労災病院関西労災病院関西労災病院関西労災病院    皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科    部長部長部長部長    幸野幸野幸野幸野    健健健健    先生先生先生先生    

    

    

    



第第第第 17171717 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 19191919 年年年年 9999 月月月月 15151515 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「皮膚科医が知っておくべき食物アレルギー」「皮膚科医が知っておくべき食物アレルギー」「皮膚科医が知っておくべき食物アレルギー」「皮膚科医が知っておくべき食物アレルギー」    

三田市民病院三田市民病院三田市民病院三田市民病院    皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科    部長部長部長部長    原田原田原田原田    晋晋晋晋    先生先生先生先生    

    

第第第第 18181818 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 20202020 年年年年 6666 月月月月 7777 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「皮膚科医が知っておくべき光アレルギー」「皮膚科医が知っておくべき光アレルギー」「皮膚科医が知っておくべき光アレルギー」「皮膚科医が知っておくべき光アレルギー」    

関西医科大学関西医科大学関西医科大学関西医科大学    皮膚科学教室皮膚科学教室皮膚科学教室皮膚科学教室    教授教授教授教授    岡本岡本岡本岡本    祐之祐之祐之祐之    先生先生先生先生    

    

第第第第 19191919 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 20202020 年年年年 9999 月月月月 20202020 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「乾癬治療の多様性」「乾癬治療の多様性」「乾癬治療の多様性」「乾癬治療の多様性」    

山口大学大学院医学系研究科山口大学大学院医学系研究科山口大学大学院医学系研究科山口大学大学院医学系研究科    皮膚科学分野皮膚科学分野皮膚科学分野皮膚科学分野    教授教授教授教授    武藤武藤武藤武藤    正彦正彦正彦正彦    先生先生先生先生    

    

第第第第 20202020 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 21212121 年年年年 5555 月月月月 16161616 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「自己免疫性水疱症の診「自己免疫性水疱症の診「自己免疫性水疱症の診「自己免疫性水疱症の診断と治療断と治療断と治療断と治療」」」」    

久留米久留米久留米久留米大学大学大学大学医学部医学部医学部医学部    皮膚科学教室皮膚科学教室皮膚科学教室皮膚科学教室    教授教授教授教授    橋本橋本橋本橋本    隆隆隆隆    先生先生先生先生    

    

第第第第 21212121 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 21212121 年年年年 10101010 月月月月 31313131 日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛日（土）和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「湿疹から学ぶ皮膚アレルギーのメカニズム」「湿疹から学ぶ皮膚アレルギーのメカニズム」「湿疹から学ぶ皮膚アレルギーのメカニズム」「湿疹から学ぶ皮膚アレルギーのメカニズム」    

東北大学大学院医学系研究科東北大学大学院医学系研究科東北大学大学院医学系研究科東北大学大学院医学系研究科    皮膚科学分野皮膚科学分野皮膚科学分野皮膚科学分野    教授教授教授教授    相場相場相場相場    節也節也節也節也    先生先生先生先生    

    

第第第第 22222222 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 22222222 年年年年 5555 月月月月 22222222 日（土）ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国日（土）ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国日（土）ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国日（土）ｱﾊﾞﾛｰﾑ紀の国    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「ダーモスコープの新しい活用法「ダーモスコープの新しい活用法「ダーモスコープの新しい活用法「ダーモスコープの新しい活用法」」」」    

                        ~Trichoscopy(Scalpdermoscopy)~Trichoscopy(Scalpdermoscopy)~Trichoscopy(Scalpdermoscopy)~Trichoscopy(Scalpdermoscopy)による脱毛症のみかによる脱毛症のみかによる脱毛症のみかによる脱毛症のみかたと考え方たと考え方たと考え方たと考え方~~~~    

大阪大学大学院医学系研究科皮膚・毛髪再生医学講座大阪大学大学院医学系研究科皮膚・毛髪再生医学講座大阪大学大学院医学系研究科皮膚・毛髪再生医学講座大阪大学大学院医学系研究科皮膚・毛髪再生医学講座    准教授准教授准教授准教授    乾乾乾乾    重樹重樹重樹重樹    先生先生先生先生    

    

第第第第 23232323 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 22222222 年年年年 11111111 月月月月 13131313 日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「「「「毛髪の文化史と脱毛症診療ガイドライン毛髪の文化史と脱毛症診療ガイドライン毛髪の文化史と脱毛症診療ガイドライン毛髪の文化史と脱毛症診療ガイドライン」」」」    

秋田大学大学院医学研究科秋田大学大学院医学研究科秋田大学大学院医学研究科秋田大学大学院医学研究科機能展開医学系皮膚科学・形成外科学講座機能展開医学系皮膚科学・形成外科学講座機能展開医学系皮膚科学・形成外科学講座機能展開医学系皮膚科学・形成外科学講座    教授教授教授教授    真鍋真鍋真鍋真鍋    求求求求    先生先生先生先生    

    

第第第第 24242424 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 23232323 年年年年 5555 月月月月 21212121 日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「「「「ヒトの皮膚の進化と角化症の理解ヒトの皮膚の進化と角化症の理解ヒトの皮膚の進化と角化症の理解ヒトの皮膚の進化と角化症の理解」」」」    

琉球大学大学院琉球大学大学院琉球大学大学院琉球大学大学院    医学研究科医学研究科医学研究科医学研究科    皮膚病態制御学皮膚病態制御学皮膚病態制御学皮膚病態制御学    准教授准教授准教授准教授    高橋高橋高橋高橋    健造健造健造健造    先生先生先生先生    

    

第第第第 25252525 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 22223333 年年年年 10101010 月月月月 15151515 日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「「「「真皮マトリックスの疾患真皮マトリックスの疾患真皮マトリックスの疾患真皮マトリックスの疾患    ----特に弾性線維性仮性黄色腫について特に弾性線維性仮性黄色腫について特に弾性線維性仮性黄色腫について特に弾性線維性仮性黄色腫について----」」」」    

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科長崎大学大学院医歯薬学総合研究科長崎大学大学院医歯薬学総合研究科長崎大学大学院医歯薬学総合研究科    皮膚病態学皮膚病態学皮膚病態学皮膚病態学    教授教授教授教授    宇谷宇谷宇谷宇谷    厚志厚志厚志厚志    先生先生先生先生    

第第第第 26262626 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 24242424 年年年年 5555 月月月月 19191919 日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「「「「乾癬治療の最新情報乾癬治療の最新情報乾癬治療の最新情報乾癬治療の最新情報」」」」    

高知大学医学部高知大学医学部高知大学医学部高知大学医学部    皮膚科学皮膚科学皮膚科学皮膚科学講座講座講座講座    教授教授教授教授    佐野佐野佐野佐野    栄紀栄紀栄紀栄紀    先生先生先生先生    

    

第第第第 27272727 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平平平平成成成成 24242424 年年年年 11111111 月月月月 10101010 日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「海洋生物による皮膚障害」「海洋生物による皮膚障害」「海洋生物による皮膚障害」「海洋生物による皮膚障害」    

琉球大学大学院琉球大学大学院琉球大学大学院琉球大学大学院    医学研究科医学研究科医学研究科医学研究科    皮膚病態制御学講座皮膚病態制御学講座皮膚病態制御学講座皮膚病態制御学講座    教授教授教授教授    上里上里上里上里    博博博博    先生先生先生先生    



第第第第 28282828 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 25252525 年年年年 5555 月月月月 18181818 日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛日（土）和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「わかりやすい角化症」「わかりやすい角化症」「わかりやすい角化症」「わかりやすい角化症」    

旭川医科大学旭川医科大学旭川医科大学旭川医科大学    皮膚科学講座皮膚科学講座皮膚科学講座皮膚科学講座    准教授准教授准教授准教授    山本山本山本山本    明美明美明美明美    先生先生先生先生    

    

第第第第 29292929 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 25252525 年年年年 10101010 月月月月 19191919 日（土）日（土）日（土）日（土）フォルテワジフォルテワジフォルテワジフォルテワジママママ    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「乾癬の治療アップデート「乾癬の治療アップデート「乾癬の治療アップデート「乾癬の治療アップデート:2013:2013:2013:2013」」」」    

旭川医科大学旭川医科大学旭川医科大学旭川医科大学    皮膚科学講座皮膚科学講座皮膚科学講座皮膚科学講座    教教教教授授授授    飯塚飯塚飯塚飯塚    一一一一    先生先生先生先生    

    

第第第第 30303030 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 26262626 年年年年 5555 月月月月 24242424 日（土）日（土）日（土）日（土）和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 JAJAJAJA ビルビルビルビル    

特別講演特別講演特別講演特別講演 1111    「「「「おもしろいおもしろいおもしろいおもしろい水疱症」水疱症」水疱症」水疱症」        

慶應義塾大学医学部慶應義塾大学医学部慶應義塾大学医学部慶應義塾大学医学部    皮膚科学教室皮膚科学教室皮膚科学教室皮膚科学教室    天谷天谷天谷天谷    雅行先生雅行先生雅行先生雅行先生    

特別講演特別講演特別講演特別講演 2  2  2  2  「「「「保険適応のあるレーザー機器の上手な使い方保険適応のあるレーザー機器の上手な使い方保険適応のあるレーザー機器の上手な使い方保険適応のあるレーザー機器の上手な使い方」」」」    

東海大学東海大学東海大学東海大学医学部医学部医学部医学部    外科学系形成外科学外科学系形成外科学外科学系形成外科学外科学系形成外科学教室教室教室教室    准教授准教授准教授准教授        河野河野河野河野    太郎太郎太郎太郎    先生先生先生先生 

    

第第第第 31313131 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 26262626 年年年年 10101010 月月月月 11111111 日（土）日（土）日（土）日（土）和歌山ビッグ愛和歌山ビッグ愛和歌山ビッグ愛和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「「「「炎症性角化症炎症性角化症炎症性角化症炎症性角化症    病理組織からみるマクロとミクロ病理組織からみるマクロとミクロ病理組織からみるマクロとミクロ病理組織からみるマクロとミクロ」」」」    

鳥取大学医学部鳥取大学医学部鳥取大学医学部鳥取大学医学部        感覚運動感覚運動感覚運動感覚運動医学講座医学講座医学講座医学講座        皮膚病態学分野皮膚病態学分野皮膚病態学分野皮膚病態学分野    教授教授教授教授    山元山元山元山元    修修修修    先生先生先生先生    

    

第第第第 32323232 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 27272727 年年年年 5555 月月月月 23232323 日（土）日（土）日（土）日（土）和歌山ビッグ愛和歌山ビッグ愛和歌山ビッグ愛和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演    「知っておくべき皮膚の血管炎」「知っておくべき皮膚の血管炎」「知っておくべき皮膚の血管炎」「知っておくべき皮膚の血管炎」    

聖マリアンナ医科大学聖マリアンナ医科大学聖マリアンナ医科大学聖マリアンナ医科大学    皮膚科学皮膚科学皮膚科学皮膚科学    准教授准教授准教授准教授    川上川上川上川上    民裕民裕民裕民裕    先生先生先生先生    

    

第第第第 33333333 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 27272727 年年年年 11111111 月月月月 7777 日（土）日（土）日（土）日（土）和歌山マリーナシティホテ和歌山マリーナシティホテ和歌山マリーナシティホテ和歌山マリーナシティホテルルルル    

特別講演特別講演特別講演特別講演 1111    「「「「膠原病の診断と治療膠原病の診断と治療膠原病の診断と治療膠原病の診断と治療」」」」    

福井大学医学部福井大学医学部福井大学医学部福井大学医学部    感覚運動医学講座皮膚科学感覚運動医学講座皮膚科学感覚運動医学講座皮膚科学感覚運動医学講座皮膚科学    教授教授教授教授    長谷川長谷川長谷川長谷川    稔稔稔稔    先生先生先生先生    

特別講演特別講演特別講演特別講演 2222    「解剖学からみた皮膚とその病変」「解剖学からみた皮膚とその病変」「解剖学からみた皮膚とその病変」「解剖学からみた皮膚とその病変」    

今山修平クリニ今山修平クリニ今山修平クリニ今山修平クリニック＆ラボック＆ラボック＆ラボック＆ラボ    代表代表代表代表    今山今山今山今山    修平修平修平修平    先生先生先生先生    

    

第第第第 34343434 回和歌山回和歌山回和歌山回和歌山 CLINICALCLINICALCLINICALCLINICAL    DERMADERMADERMADERMA 研究会研究会研究会研究会    平成平成平成平成 28282828 年年年年 5555 月月月月 21212121 日（土）日（土）日（土）日（土）和歌山ビッグ愛和歌山ビッグ愛和歌山ビッグ愛和歌山ビッグ愛    

特別講演特別講演特別講演特別講演 1111    「「「「アトピー性皮膚炎・メンタルケアに関するテーマアトピー性皮膚炎・メンタルケアに関するテーマアトピー性皮膚炎・メンタルケアに関するテーマアトピー性皮膚炎・メンタルケアに関するテーマ」」」」    

大阪医科大学大阪医科大学大阪医科大学大阪医科大学    皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科学教室学教室学教室学教室    准教授准教授准教授准教授    上田上田上田上田    英一郎英一郎英一郎英一郎    先生先生先生先生    

特別講演特別講演特別講演特別講演 2222    「「「「タイトル未定タイトル未定タイトル未定タイトル未定」」」」    

久留米大学久留米大学久留米大学久留米大学医学部医学部医学部医学部    皮膚科皮膚科皮膚科皮膚科学教室学教室学教室学教室    教授教授教授教授    名嘉眞名嘉眞名嘉眞名嘉眞    武国武国武国武国    先生先生先生先生    

    


