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趣 意 

 

謹啓  
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 
日本フォトダーマトロジー学会は、光線過敏症・光老化・光発がん・光防御・光線治療・レーザー治

療などのジャンルに携わる研究者が集い、光線皮膚科学に関係する企業研究者・基礎研究者・医師（皮
膚科医・眼科医など）の研鑽と交流の場とし皮膚科領域における重要なサブスペシャリティであります
フォトダーマトロジーすなわち光線皮膚科学の発展を目的に 2017 年 10 月に発足した学会です。 
この度、第 5回学術大会を 2022 年 11月 18 日(金)に AP東京八重洲およびWebにてハイブリッド開

催させていただくこととなりました。今回の学術大会のテーマは「光皮膚科学 Up Date」です。Up 
Dateと致しまして、弘前大学皮膚科准教授 中野創先生に、ポルフィリン症の最新情報を、和歌山県立
医科大学名誉教授 古川福実先生には膠原病と光線過敏についてご講演頂きます。両先生のご経験を若
い先生方の今後の研究に生かしていただくことで、光皮膚科学への更なる発展に寄与する機会にしたい
と考えております。トピックスと致しましては、本邦の光線療法の発展に大きく貢献をされてこられた
名古屋市立大学皮膚科教授 森田明理先生に「在宅光線療法の可能性と期待」として、ポストコロナ時
代における光線療法のあり方についてお話しいただきます。また、神戸大学皮膚科准教授 国定充先生
には薬剤性の光線過敏症と発がんとの関連性について講演頂きます。さらに光老化対策における紫外線
とビタミン D との関係について大阪公立大学教授 桒原晶子先生にお話しいただきます。第 5 回学術
大会が若手皮膚科医・研究者にもご興味を持っていただける魅力的な学術大会となりフォトダーマトロ
ジーの発展に寄与すべく関係者一同、鋭意準備を進めてまいります。 
本来、学術大会の費用は参加費をもって賄うべきでございますが、参加費だけでは賄いきれないのが

現状でございます。 

つきましては、第 5 回日本フォトダーマトロジー学会学術大会概要および収支予算を添付させていた
だきます。本大会の意義にご理解とご賛同をいただきご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

謹言  
 

2022年 6月吉日 

 

 

日本フォトダーマトロジー学会 第 5 回学術大会 

会 頭：錦織千佳子 

 
神戸大学名誉教授･客員教授／兵庫県赤十字血液センター 所長 
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第 5 回日本フォトダーマトロジー学会･学術大会概要 
 
 

1. 学会名称：「第 5 回日本フォトダーマトロジー学会学術大会」 

The 5th Annual Meeting of Japanese Photodermatology Society 

2. 主催機関および責任者： 

会頭 ：錦織 千佳子 

神戸大学名誉教授･客員教授／兵庫県赤十字血液センター 所長 

 

運営事務局 特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構内 

日本フォトダーマトロジー学会事務局 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1丁目８番９号 福田ビル２階 

TEL：03-3256-2575／FAX：03-6745-7678 

E-mail：info@npo-hifu.net 

ホームページ：https://jpds.npo-hifu.net/ 

3. 会  期：        2022 年 11月 18日（金） 

4. 会  場：     AP 東京八重洲 (Web 同時開催) 

〒104-0031 東京都中央区京橋 1丁目 10−7 KPP 八重洲ビル 

TEL：03-6228-8109 ／ https://www.tc-forum.co.jp/ap-yaesu/ 

Web 同時開催 

5. 参 加 費：     ①個人会員：7,000 円（年会費含む） 

②賛助会員：1団体 賛助口数×1 名まで無料 

追加参加：1 名につき 5,000 円 

（諸般の事情により今年度の賛助会員の参加費を見直しいたしました） 

 

6. 予定参加者数：   100名 

 

7. プログラム 
大会テーマ：「光皮膚科学 Up Date」 
 
Ⅰ Up Date 

講演 1. ポルフィリン症アップデイト 
弘前大学大学院医学研究科 皮膚科学講座 准教授 中野創先生 

講演 2. 膠原病と光線過敏アップデイト 
高槻赤十字病院古川福実先生 

 

mailto:info@npo-hifu.net
https://jpds.npo-hifu.net/
tel:03-3342-4920
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Ⅱ トピックス 
講演 1. 在宅光線療法の可能性と期待 
名古屋市立大学大学院医学研究科 加齢・環境皮膚科 教授 森田明理先生 
講演 2. 薬剤性光線過敏と発癌の関係 
神戸大学皮膚科学教室 准教授国定充先生 

Ⅲ 光老化啓発プロジェクト委員会共催講演 
  桒原晶子先生 （大阪公立大学栄養療法学） 

ビタミンD と遮光（サンスクリーン）を再考する 
光と太陽どうつきあうべきか？ 

 

Ⅳ 一般演題（6 演題を予定）：演題募集中 

Ⅴ スポンサードセミナー（2 社を予定） 

以上 
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収支予算書 

【収入の部】 

項目 金額 備考 

賛助会員会費 2,000,000 ・1 口 10万円（×20 口） 

当日参加会費 500,000 ・参加者 100 名を予定(早期申込割引含む) 

スポンサードセミナー 600,000 
・2 社 

（ランチョンまたはスイーツセミナー） 

広告収入 150,000 
・抄録・ホームページへの広告掲載 

・30,000 円×5社 

NPO 皮膚の健康研究機構補助 200,000  

合計 3,450,000  

【支出の部】 

項目 金額 備考 

会場・運営費 2,000,000 
・会場費、スタッフ、機材含む 

・web 配信費用（ハイブリッド開催） 

弁当・茶菓費 150,000 ・弁当、茶菓 

演者費用 300,000 
・会員外演者・座長の旅費及び謝金 

・演者・座長粗品 

抄録集 150,000 ・500部 

通信費・消耗品・雑費 100,000 ・ポスター、案内リーフ製作費 

年間事務局運営費 700,000 ・Web管理、会員管理、通信費 

予備費 50,000  

合計 3,450,000  
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日本フォトダーマトロジー学会概要 
 

■名称：「日本フォトダーマトロジー学会」 

英文名：「Japanese Photodermatology Society (略名：JPDS)」 

 

■事務局：特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構内 

日本フォトダーマトロジー学会事務局 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1 丁目８番９号 福田ビル２階 

TEL：03-3256-2575／FAX：03-6745-7678／E-mail：info@npo-hifu.net 

 

■役員名簿（2022年 4月現在） 

理事長   森田 明理       名古屋市立大学医学研究科皮膚科 教授 

事務総長   森脇 真一       大阪医科薬科大学医学部皮膚科 教授 

理事       大平 明弘       島根大学 名誉教授 

岡本 祐之       関西医科大学 名誉教授 

川田 暁       近畿大学 名誉教授 

田中 洋平       クリニカタナカ 院長 

鶴田 大輔       大阪公立大学医学研究科皮膚科 教授 

錦織 千佳子     神戸大学名誉教授･客員教授／兵庫県赤十字血液センター 所長 

畑尾 正人       日本化粧品工業連合会 安全科学部長 

正木 仁     株式会社 CIEL (東京工科大学前教授) 

山田 秀和       近畿大学奈良病院 客員教授 

監事       川島 眞       東京女子医科大学 名誉教授 

宮地 良樹       京都大学 名誉教授 

 

■本会の目的および事業  

＜目的＞ 

本会は、太陽光線などの光が皮膚の構造・機能に与える多彩な影響・現象について、その功罪を基礎
科学的ならびに臨床医学的に研究・調査・追求することにより明らかにし、負の側面については軽
減、修復、防止する対策を講じ、正の側面については適正な利用、適応を推進し、光医学研究及び光
関連医療、さらには光関連産業の発展をもたらすことにより、国民の健康寿命の延伸に寄与すること
を目的とする。 

＜事業＞ 

本会は、上記の目的を達成するため、次の事業を行う。 

①基礎研究及び臨床応用研究の推進事業。 

②会員の学術集会・講習会等及び他学会・研究会等との交流事業。 

③一般市民に対する啓発推進事業。 
④その他目的を達成する為に必要な事業を行う。 
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送信先：FAX: 03-6745-7678、E-mail: info@npo-hifu.net 
特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構内 日本フォトダーマトロジー学会事務局 

申込日    年   月   日 

 

賛助会員申込書 
  

日本フォトダーマトロジー学会  

理事長 森田 明理 殿  

  

本会の目的及び主旨に賛同し下記の通り日本フォトダーマトロジー学会の賛助会員に申し込みます。 

（会期：令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日） 

 

記 

   

■ 申込口数：              口            円（1 口 10 万円･何口でも可）  

■ 入金予定日：       年      月       日 （注）領収書は会費受領後に送付いたします。   

請求書の発行はいたしておりませんのでご希望の場合は別途ご記載ください。  

  

※振込先  

<銀 行 名> 三井住友銀行 浜松町支店    

<口座名義> 特定非営利活動法人皮膚の健康研究機構  日本フォトダーマトロジー学会  

<口座番号> 普通 7767168   ＊振込手数料は貴社にて御負担いただけますよう宜しくお願い致します。  

 

以上 

貴社名 
 

 

ご住所 

〒 

 

 

ご担当部署 
 

 

ご担当者 
 

 

ご連絡先 

 

TEL：             FAX：              

 

E-mail：                            
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日本フォトダーマトロジー学会 第 5 回学術大会 

＜スポンサードセミナー募集要項＞ 
 

【開催日時】2022年 11月 18日（金） 

・ランチョンセミナー  ：上記開催日のお昼の時間帯 50分間 

・スイーツセミナー ：上記開催日の午後 50分間 

 

【募集数】各 1社 計２社 

  

【セミナー費用】300,000円／社 

・費用には会場使用料、映像音響等必要な機材一式、茶菓・弁当代を含みます。 

・演者謝礼、交通費等招聘にかかる費用は各社ご負担でお願いいたします。 

 

【申込方法】添付のお申込書に必要な事項を記入のうえ、FAX または E-mail でお申し込みください。 

特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構内 日本フォトダーマトロジー学会事務局 

FAX：03-6745-7678  E-mail：info@npo-hifu.net 

 

【申込締切日】2022 年 8月 19日（金） 

 

【お支払いについて】 

申込書受領後に請求書をお送りいたします。指定期日までに指定口座にお振込みください。 

 

【その他】 

スポンサードセミナーにお申込みされた団体様には、5名様分の参加証を進呈いたします。 

 

【お問い合わせ先】 

特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構内 日本フォトダーマトロジー学会事務局 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1 丁目８番９号 福田ビル２階 

TEL：03-3256-2575／FAX：03-6745-7678  E-mail：info@npo-hifu.net 
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送信先：FAX: 03-6745-7678、E-mail: info@npo-hifu.net 
特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構内 日本フォトダーマトロジー学会事務局 

 

申込日    年   月   日 

 

日本フォトダーマトロジー学会 第 5 回学術大会 

スポンサードセミナー申込書 
 

ご希望の内容（予定）をご記載ください。※演者・座長は複数名でも結構です。 

■セミナータイトル ： 

 演者名および所属 ： 

 講演名 ： 

  ご希望の希望座長 ： 

 

 

 

 

※申込書受領後に請求書をお送りいたします。 

以上 

 

  

貴社名 
 

 

ご住所 
〒 

 

ご担当部署 
 

 

ご担当者 
 

 

ご連絡先 

 

TEL：             FAX：              

 

E-mail：                            



10 
 

日本フォトダーマトロジー学会 第 5 回学術大会 
＜広告募集要項＞ 

  

 

【媒体名】日本フォトダーマトロジー学会 第 5回学術大会 抄録集  

【発行部数】500 部（抄録集は全国大学皮膚科医局に配布いたします。） 

ご希望により学術大会ホームページにも掲載いたします。 

 

【発行予定日】2022 年 9 月  

【配布先】学会参加者および関連団体  

【原稿サイズ】A4 1/2 頁（横）／5枠 

 

 掲載箇所 タイプ 金額（消費税込） サイズ 募集枠数 

1 記事中 モノクロ   30,000円 A4 1/2頁（横） 5 

 

【申込締切日】2022 年 7 月 29 日（金）  

【原稿送付締切日】2022 年 8 月 12日（金）  

  

【お支払いについて】 

申込書受領後に請求書をお送りいたします。指定期日までに指定口座へお振込みください。  

  

【広告原稿】 

版下データ（完成版イラストレーターもしくは PDF）を運営事務局へお送りください。 

 （版下データは E-mail 添付または CD-R 等の郵送にてお送りください） 

 

【申し込み・問い合わせ先】 

特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構内 日本フォトダーマトロジー学会事務局 

〒101-0047 東京都千代田区内神田 1 丁目８番９号 福田ビル２階 

TEL：03-3256-2575／FAX：03-6745-7678／E-mail：info@npo-hifu.net 

 

【その他】 
本学術大会では、ご協賛いただきました費用につきまして、「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガ
イドラインに関する指針」に基づいて各社が情報公開することに同意します。  
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送信先：FAX: 03-6745-7678、E-mail: info@npo-hifu.net 
特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構内 日本フォトダーマトロジー学会事務局 

申込日    年   月   日 

 

日本フォトダーマトロジー学会 第 5 回学術大会 

広告掲載申込書 
 

 

※申込書受領後に請求書をお送りいたします。 

 

【1】 広告詳細 

 掲載箇所 タイプ 金額（消費税込） サイズ 募集枠数 

1 記事中 モノクロ  30,000円 A4 1/2頁（横） 5 
 

【2】 備考（要望等がある場合など、詳細をコメントください） 

 

貴社名 
 

 

ご住所 

〒 

 

 

ご担当部署 
 

 

ご担当者 
 

 

ご連絡先 

 

TEL：             FAX：              

 

E-mail：                            


