第７９回臨床アレルギー研究会（関西） プログラム

日 時 ： 平成 ２９ 年

７

月

１５

日（土） １４:００ ～ １7:３０

会 場 ： TKP 心斎橋駅前カンファレンスセンター 3F 「カンファレンスルーム３Ｂ」
大阪府大阪市中央区南船場 3-11-18 郵政福祉心斎橋ビル

TEL 06-6253-1002
（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。

◎ 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認定されております。
（3.5 単位、カリキュラムコード（CC）番号：1、4、16、26、35、48、49）
◎ 先生ご自身の交通費を弊社にて実費負担させて頂く場合がございます。その際は、弊社よりご施設や共催機
関等のルールに則り、個別にご相談させて頂きます。

【第７９回臨床アレルギー研究会（関西） 当番運営委員】
大阪警察病院 呼吸器内科 山本 傑 先生
国立病院機構大阪南医療センター 小児科 井上 徳浩 先生
関西医科大学総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 朝子 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
大日本住友製薬株式会社

１４:００～１４:０５ 開会の辞 ：近畿大学医学部 呼吸器・アレルギー内科 東田 有智 先生

セッション１.(１４：０５～１５：０５)
座長 ： 大阪警察病院 呼吸器内科 山本 傑 先生

１）「 駄菓子摂取後にアナフィラキシーを呈したエリスリトールアレルギーの 10 歳女児例 」
近畿大学医学部 小児科学教室 1）
国立病院機構大阪南医療センター 小児科 2）
市立貝塚病院 小児科 3）
○有馬 智之 1）、益海 大樹 1）、 竹村 豊 1）、長井 恵 1）、山崎 晃嗣 1）3）、井上 徳浩 1)2）、
竹村 司 1）

2）「 昆布を原料とする子宮頚管拡張器（ラミナリア桿）によるアナフィラキシーの一例 」
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）
独立行政法人国立病院機構三重病院 臨床研究部 2）
○平口 雪子 1）、徳田 玲子 2）、玄 茉梨 1）、新垣 智也 1）、熊谷 雄介 1）、吉野 翔子 1）、大和 謙二 1）、
末廣 豊 1）

3）「 当院における固ゆで卵黄負荷試験のまとめ—負荷方法変更前後での比較— 」
大阪はびきの医療センター小児科
○室谷 貴弘、高岡 有理、小泉 順子、中野 珠菜、重川 周、高橋 真市、吉田 範之、
亀田誠

4）「 トマトが原因と考えられた食物依存性運動誘発アナフィラキシーを呈した PFAS(花粉果物アレルギー症
候群）の２症例 」
小松病院小児科 1）
大正病院小児科 2）
京都女子大学家政学部食物栄養学科 3）
龍谷大学農学部食品栄養学科 4）
高槻病院小児科 5）
○中井 陽子 1）、笹井 みさ 2）、成田 洋行 3）、岡崎 史子 4）、谷内 昇一郎 5）

5）「 兵庫県薬局に対する喘息吸入薬の吸入指導に関するアンケート調査 」
神戸大学大学院医学研究科 呼吸器内科学
○梅澤 佳乃子、上領 博、吉﨑 飛鳥、安田 裕一郎、堂國 良太、寺下 智美、関谷 怜奈、
桂田 雅大、桂田 直子、永野 達也、中田 恭介、山本 正嗣、小林 和幸、西村 善博
セッション２.(１５：０５～１６：０５)
座長 ：関西医科大学総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頚部外科 朝子 幹也 先生
6）「 後天性免疫不全に伴い、肺クリプトコッカス症、サイトメガロウイルス肺炎、ニューモシスチス肺炎を併発
した 1 例 」
大阪警察病院 呼吸器内科１）
国立病院機構 大阪医療センター 感染症内科２）
○野田 成美１）、井原 祥一１）、池邉 沙織１）、岡田 英泰１）、生田 昌子１）、西松 佳名子１）
中谷 有貴１）、金 成浩１）、南 誠剛１）、緒方 嘉隆１）、山本 傑１）、小牟田 清１）、白阪 琢磨２）

７）「 ツ反により壊死性潰瘍を形成した BCG 疹の１例 」
大阪はびきの医療センター 皮膚科
○井庭 憲人、藤本 雷、坂本 幸子、外村 香子、岸田 寛子、片岡 葉子

８）「 好酸球性副鼻腔炎における、呼気中 NO 値に対する ESS の影響 」
大阪医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
○乾 崇樹、寺田 哲也、野呂 恵紀、吉田 卓也、鈴木 倫雄、鈴木 学、河田 了
９）「 気管支サーモプラスティの治療効果予測因子に関する検討 」
近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科
○佐野 安希子、西山 理、佐野 博幸、吉川 和也、白波瀬 賢、佐伯 翔、山崎 亮、
綿谷 奈々瀬、西川 裕作、大森 隆、山縣 俊之、東本 有司、岩永 賢司、久米 裕昭、
東田 有智
１０）「 当科 におけるダニ免疫療法導入の現況 」
関西医科大学総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 1）
関西医科大学総合医療センター アレルギーセンター2）
関西医科大学附属病院 アレルギーセンター3）
関西医科大学附属香里病院 耳鼻咽喉科 4）
関西医科大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 5）
○宇都宮 敏生 1）、朝子 幹也 1）2）3）、高田 真紗美 1）、福井 英人 1）、濱田 聡子 3）4）、
河内 理咲 5）、岩井 大 5）

休憩 （１６：０５～１６：１０ ）
製品紹介 （１６：１０～１６：２０ ）
慢性肝疾患におけるそう痒症治療剤 「 レミッチ 」

大日本住友製薬株式会社

特別講演 （１６：２０～１７：２０）

座長 ： 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

「 古典的心身症としてのアレルギー疾患から
エビデンスに基づくアレルギー疾患治療へ 」
国立成育医療研究センター 生体防御系内科部 ｱﾚﾙｷﾞｰ科 医長

大矢 幸弘 先生
１７：２０～１７：２５ 表彰式 ： 第７８回最優秀演題、優秀演題
１７：２５～１７：３０
閉会の辞 ：住友病院 小児科 井上 壽茂 先生
※１７：４５より「世話人・運営委員会」を開催致します。
＜TKP 心斎橋駅前カンファレンスセンター 案内図＞

●大阪市営御堂筋線 心斎橋駅 1 番出口 徒歩 1 分
●大阪市営長堀鶴見緑地線 心斎橋駅 1 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。
（但し、コインパーキングは近隣にございます。）

次回、第 80 回臨床アレルギー研究会（関西）のご案内
・期 日 ： ２０１７年 １１月 ４日（土）
・会 場 ： TKP ガーデンシティ PREMIUM 心斎橋
大阪府大阪市中央区南船場 4-3-2
御堂筋 MID ビル 3F
ＴＥＬ 06-4400-5262

