１４：００～１４：０５
開会の辞 ：

大阪はびきの医療センター 皮膚科

１４：０５～１４：３０

片岡 葉子 先生

Session 1

座長 ： 神戸大学大学院医学系研究科 呼吸器内科学

小林 和幸 先生

１）「 コリン性蕁麻疹の病型別の喘息合併率に関する横断的研究 」
神戸大学医学部附属病院 呼吸器内科 1）、皮膚科 2）
○桂田 直子 1、永野 達也 1、堂國 良太 1、上領
福永 淳 2、西村 善博 1

博 1、山本 正嗣 1、小林 和幸 1、

２）「 咳喘息の呼吸機能について ー PEF/FEV1 低下が特徴 ー 」
公益法人京都健康管理研究会 中央診療所 内科
独立行政法人国立機構 兵庫あおの病院 内科
○中山 昌彦

１４：３５～１５：１５

Session 2

座長 ： 関西医科大学総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

朝子 幹也 先生

３「 診断に苦慮した Pru p 7 陽性のモモアレルギーの 17 歳男児例 」
かめさきこども・アレルギークリニック 1）
龍谷大学農学部食品栄養学科 2）
大和学園京都栄養医療専門学校 3）
藤田医科大学ばんたね病院小児科 4）
○亀崎 佐織 1、岡崎 史子 2、成田 宏史 3、森 雄司 4、近藤 康人 4

４）「 マラセチアに感作した乳幼児例のアレルギー背景 」
大阪府済生会中津病院 小児科、免疫アレルギーセンター1）
大和高田市立病院 小児科 2）
○清益 功浩 1、毛利 陽介 2、藤本 忠男 2、西川 有希 2、清水 真理子 2、池田 聡子 2、
川口 千晴 2

５）「 人工乳により発症した
Atypical FPIES（Food protein-induced enterocolitis syndrome）の栄養摂取方法についての考察 」
近畿大学医学部 小児科学教室
○有馬 智之、 竹村 豊、 益海 大樹、 山崎 晃嗣、 長井 恵、 杉本 圭相

１５：１５～１５：２５

休憩

１５：２５～１５：３５

製品紹介
帝人ヘルスケア株式会社

１５：３５～１６：３５

座長

特別講演

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター

井上

徳浩 先生

特別講演

「 喘息診療の展望 」
近畿大学病院 病院長

東田 有智 先生
１６：４０～１６：５０
表彰式 ： 第８４回 最優秀演題、優秀演題

１６：５０～１６：５５
閉会の辞 ：

近畿大学医学部 呼吸器・アレルギー内科学 岩永 賢司 先生

※１７：１０より「世話人・運営委員会」を開催致します。

＜TKP ガーデンシティ心斎橋南船場 案内図＞

●大阪市営御堂筋線 心斎橋駅 北５番出口 徒歩１分

※誠に恐縮ですが、専用駐車場がございませんので電車等にてご来場頂きます様お願い申し上げます。
（コインパーキングは近隣にございます）

次回、第８６回臨床アレルギー研究会（関西）のご案内
・期 日 ： ２０２０年 ７月 未定
・会 場 ： TKP ガーデンシティ心斎橋南船場
大阪府大阪市中央区南船場 2-12-22
アイピーシティホテル大阪
ＴＥＬ 06-6575-7545

第８５回 臨床アレルギー研究会（関西） プログラム

日 時 ： ２０２０ 年

１１

月

２８

日（土） １４：００ ～ １６：５５

会 場 ： TKP ガーデンシティ心斎橋南船場 2F 「バンケット 2A」
大阪市中央区南船場 2-12-22 アイピーシティホテル大阪 TEL 06-6575-7545
（裏面案内図をご参照下さい）

※一般演題発表の先生方へ
（１）ご発表は質疑応答含め １２分でお願い致します。
（発表 ８分+質疑応答 ４分）
（２）パソコン（WIN）・プロジェクターは 1 台ご用意させて頂きます。
（３）会場のプロジェクターは、VGS 端子（１５pin）です。
コネクターをご持参いただきますようお願い致します。

◎
◎
◎
◎
◎

前 回 と会 場 が異 なります。ご注 意 下 さい。
ソーシャルディスタンス確 保 のため席 数 を制 限 、感 染 対 策 を実 施 し開 催 させていただきます。
駐 車 場 はございませんので、お車 でのご来 場 はご遠 慮 下 さい。
当日参加費として 1,000 円を徴収させて頂きます。
本研究会は、日本アレルギー学会認定医、認定専門医制度規定に基づき
発表(筆頭演者)に 2 単位、出席に 2 単位が与えられます。
◎ 本研究会は大阪府医師会生涯研修システムに該当する講習会として申請中です。
（単位、カリキュラムコード（CC）番号：）

【第８４回臨床アレルギー研究会（関西） 当番運営委員】
神戸大学大学院医学系研究科 呼吸器内科学
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター
関西医科大学総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頚部外科

小林
井上
朝子

和幸 先生
徳浩 先生
幹也 先生

【臨床アレルギー研究会（関西）事務局】
〒589-8511 大阪狭山市大野東 377-2
近畿大学医学部 呼吸器・アレルギー内科内
TEL 072-366-0221（内線 3602）
FAX 072-367-7772

共催
臨床アレルギー研究会（関西）
公益財団法人 日本アレルギー協会 関西支部
帝人ヘルスケア株式会社

