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第1回 1999/11/13 和歌山ビッグ愛 無料相談のみ 無料相談のみ 無料相談のみ

第2回 2000/11/11 和歌山ビッグ愛 無料相談のみ 無料相談のみ 無料相談のみ

2000/12/2 田辺市生涯学習センター 上出　康二先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　講師 不明 爪の病気　その後、座談会「爪の皮膚病」（瀬川陽一先生・上出康二先生・古川福実先生）

第3回 2001/11/10 和歌山ビッグ愛 辻岡　馨先生 日本赤十字社和歌山医療センター 皮膚科　部長 不明 爪の病気

2001/12/1 田辺市民総合センター 無料相談のみ 無料相談のみ 無料相談のみ

第4回 2002/11/16 和歌山ビッグ愛 森脇　真一先生 浜松医科大学 光量子センター　助教授 不明 紫外線と皮膚癌

2002/11/23 田辺市民総合センター 大谷　捻男先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　講師 不明 爪の病気

第5回 2003/11/15 和歌山ビッグ愛 太田　智秋先生 新宮市立医療センター 皮膚科　部長 不明 あなたは皮膚のこと、知ってますか？？アレルギーから癌まで

2003/11/22 田辺市民総合センター 中村　元信先生 京都大学医学部 皮膚科　医局長 不明 ガンとアレルギー　−毛をめぐって–

第6回 2004/11/13 和歌山ビッグ愛 上出　康二先生 和歌山労災病院 皮膚科　部長 大谷　捻男先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　講師 皮膚から診る内臓の病気

2004/10/30 新宮市民会館 太田　智秋先生 新宮市立医療センター 皮膚科　部長 古川　福実先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　教授 アレルギーから皮膚ガンまで　ーあなたは皮膚のこと知っていますか？ー

第7回 2005/11/12 和歌山ビッグ愛 太田　孝先生 太田皮フ科医院 院長 上出　康二先生 和歌山労災病院 皮膚科　部長 日常よく見る皮膚のできもの（皮膚腫瘍）

2005/10/29 串本町地域保健福祉センター 金澤　伸雄先生 京都大学医学部 皮膚科　助手 大谷　捻男先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　助教授 より良いアトピー人生を目指して

第8回 2006/11/11 和歌山JAビル本館 金澤　伸雄先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　講師 辻岡　馨先生 日本赤十字社和歌山医療センター 皮膚科部　部長 かゆみを科学する

2006/10/28 白浜コガノイベイホテル 大谷　捻男先生 倉敷中央病院 皮膚科　主任部長 古川　福実先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　教授 冬に多い皮膚病

第9回 2007/11/10 和歌山県民文化会館 山本　有紀先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　准教授 太田　孝先生 太田皮フ科医院 院長 ほくろのガンとは......

2007/11/17 新宮地域職業訓練センター 立花　隆夫先生 天理よろづ相談所病院 皮膚科　部長 太田　智秋先生 新宮市立医療センター 皮膚科　部長 皮膚のできもの　–アザから皮膚ガンまで–

第10回 2008/11/15 和歌山県民文化会館 片岡　葉子先生 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター皮膚科　部長 古川　福実先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　教授

アトピー性皮膚炎のウソ？ホント？正しい理解と上手な付き合い方

その前に一般講演として金澤伸雄先生と山本有紀先生が講演（中村智之先生が座長）

2008/10/25 田辺市民総合センター 宮崎　孝夫先生 宮崎クリニック 理事長 吉益　隆先生 有田市民病院 皮膚科　医長 美容前線　最前線　－どこまでなおる？　シワやシミ－

第11回 2009/10/17 橋本市民会館 滝脇　弘嗣先生 たきわき皮フ科クリニック 院長 三木田　直哉先生 橋本市民病院 皮膚科　医長 しっしん・かぶれとアレルギー

2009/10/24 和歌山市民会館 辻岡　馨先生 日本赤十字社和歌山医療センター 皮膚科　部長 上出　康二先生 和歌山労災病院 皮膚科　部長 ヒフの健診からヒフ病予防へ

第12回 2010/11/20 和歌山市民会館 是枝　哲先生 関西医科大学 皮膚科　准教授 金澤　伸雄先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　講師 黒い皮膚のできもの：ほくろのガンを中心として

2010/10/30 田辺市民総合センター 井上　千津子先生 晒医院 院長 貴志　知生先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　助教 皮膚がんと紫外線

第13回 2011/11/23 和歌山市民会館 瀧川　雅浩先生 浜松医科大学医学部附属病院 院長 古川　福実先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　教授 たかが皮膚病・されど皮膚病　この前に特別講演-1として中村智之先生が講演

2011/11/12 新宮市市民会館 丸口　幸也先生 新宮市立医療センター 皮膚科　部長 金澤　伸雄先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　講師 薬の塗り方　ウソ・ホント？

第14回 2012/11/3 和歌山市民会館 吉益　隆先生 有田市民病院 皮膚科　医長 山本　有紀先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　准教授 皮膚病の早期発見と早期治療

2012/11/17 白浜コガノイベイホテル 立花　隆夫先生 大阪赤十字病院 皮膚科　部長 是枝　哲先生 天理よろづ相談所病院 皮膚科　部長 皮膚のアザや皮膚ガンについて

第15回 2013/10/26 和歌山ビッグ愛 古川　福実先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　教授 小倉　治雄先生 小倉皮膚科 院長 「人類の進化と発ガン、紫外線、ビタミンD、肌」を巡るヒューマン伝説の正解はこれだ

2013/11/16 串本ロイヤルホテル 金澤　伸雄先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　講師 三木田　直哉先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　助教 – 備えあれば憂いなし –　 お風呂の後は皮膚ガンチェック

第16回 2014/11/29 和歌山ビッグ愛 米井　希先生 公立那賀病院 皮膚科　科長 廣井 彰久先生 廣井皮膚泌尿器科 和歌山の皮膚ガン死ゼロをめざして–「見えるガン」皮膚ガンは、自分で早期発見できます！

2014/11/22 田辺ガーデンホテルハナヨ 貴志　知生先生 海南医療センター 皮膚科　医長 井上　千津子先生 晒医院 院長 皮膚がんについて

第17回 2015/11/28 和歌山県JAビル 中川　浩一先生 済生会富田林病院 皮膚科　部長 宮崎　孝夫先生 宮崎クリニック 理事長  「手遅れです」と言われないために：本当は怖い皮膚のガン

2015/10/10 新宮ユーアイホテル 三木田　直哉先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　助教 金澤　伸雄先生 和歌山県立医科大学 皮膚科　講師 わかりやすい皮膚のできものの話


