第 71 回臨床アレルギー研究会（関西） プログラム

日 時 ： 平成 25 年 7 月 6 日（土） 14:００～17：55
会 場 ： 大日本住友製薬株式会社 本社 7 階ホール
大阪市中央区道修町 2-6-8 TEL 06-6203-5321
（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１５分でお願い致します。
（２）パソコン・プロジェクターは 1 台ご用意させて頂きます。

◎ 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第 22 回(平成 4 年 3 月 14 日)開催
より発表(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。
（4 単位、カリキュラムコード（CC）番号：01、02、03、08、09、15、73、79）

【第 71 回臨床アレルギー研究会（関西） 当番運営委員】
大阪市立大学大学院医学研究科呼吸器内科学 金澤 博 先生
大阪府済生会中津病院小児、免疫・アレルギーセンター 平口 雪子 先生
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター皮膚科 片岡 葉子 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）
日本アレルギー協会 関西支部
大日本住友製薬株式会社

１４:００～１４:１５

製品紹介 ： 持続性選択 H1 受容体拮抗剤 「エバステル」

１４:１５～１４:２０

開会の辞 ： 大阪府済生会中津病院小児科、免疫･アレルギーセンター 末廣 豊 先生

セッション 1.(１4:２０～１5:３５)

大日本住友製薬（株）

座長 ： 大阪府済生会中津病院小児、免疫・アレルギーセンター
平口 雪子 先生

1） 「小学校教職員の食物アレルギーに対する意識調査
～講習会の効果についての検討～」
大阪府済生会中津病院 小児科、免疫アレルギーセンター
吉野翔子 下寺佐栄子 海老島優子 平口雪子 大和謙二 末廣 豊
2） 「呼吸器症状を主症状とし好酸球増多血症、皮疹を伴った Castleman 病の 1 例」
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
岸田寛子 別所 優

皮膚科

吉岡詠理子 西野 洋

片岡葉子 松野 治 津森鉄平

河原邦光

3） 「気管支喘息発作入院例での検出ウィルスとその後の経過についての検討」
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 小児科 1）
同臨床研究部２）
錦戸知喜 1） 釣永雄希 1） 辻 泰輔 1） 矢島裕子 1） 高岡有理 1） 吉田之範 1） 亀田 誠 1）
松本智成 2） 土居 悟 1）
4） 「エピペン処方後にアナフィラキシーを起こした食物アレルギー例の検討
エピペンは正しく使われているか？」
くみこアレルギークリニック 1）
滋賀県立小児保健医療センター 小児科２）
向田公美子 1） 楠 隆２） 野崎章仁２） 日衛嶋郁子２） 林 安里２） 熊田知浩２） 宮嶋智子２） 藤井達哉２）
5） 「【学校におけるアレルギー疾患対応マニュアル（兵庫県教育委員会）】作成とその活用について」
神戸市立医療センター中央市民病院小児科 1）
学校におけるアレルギー疾患対応マニュアル（兵庫県教育委員会）作成委員長 2）
岡藤郁夫 1）２） 田中裕也 1） 楢林成之 1） 鶴田悟 1）
セッション 2.(１5:35～１6:35)

座長 ： 大阪市立大学大学院医学研究科呼吸器内科学
金澤 博 先生

6） 「マルトース含有輸液製剤によりアナフィラキシー様反応を呈した１例」
近畿大学医学部奈良病院 呼吸器・アレルギー内科 1）
近畿大学医学部附属病院 呼吸器・アレルギー内科 2）
大野剛史 1） 和田翔大 1） 花田宗一郎 1） 田村光信 1） 澤口博千代 1） 村木正人 1） 東田有智 2）

7） 「喘息に対するブデソニド/ホルモテロール配合剤を用いた
維持療法および発作治療（SMART 療法）の有益性」
近畿大学医学部 呼吸器・アレルギー内科
佐伯 翔 久米裕昭 忌部 周 山﨑 亮 沖本奈美 深井有美 綿谷奈々瀬 宮島宏之
山藤啓史 佐野安希子 佐藤隆司 西山 理 山縣俊之 佐野博幸 岩永賢司 東本有司
中島宏和 吉田耕一郎 東田有智
8） 「人工呼吸管理を要した、喘息重積発作の自験例」
大阪警察病院 呼吸器内科
木庭太郎 緒方嘉隆 西嶌 悠 二見真史 益弘健太朗 矢賀 元 南 誠剛 山本 傑 小牟田清
9） 「喫煙喘息患者におけるステロイド抵抗性のメカニズムに関する考察」
大阪市立大学大学院医学研究科呼吸器内科
金澤 博 吉井直子 山田一宏 井尻尚樹 長安書博 今橋由美子 山本典雄 玉垣学也
宇治正人 栩野吉弘 浅井一久 鴨井 博 平田一人

～～～～～～～～～～～～～～～１６:３５～１６:４５

休憩～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

１６：４５～１７：４５

座長 ： 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター皮膚科
片岡 葉子 先生
特別講演

「 意外と身近な自己炎症疾患
～中條-西村症候群から汎発性膿疱性乾癬まで～ 」
和歌山県立医科大学 皮膚科
講師 金澤 伸雄 先生

１７:４５～１７:５０

表彰式 ： 第 70 回最優秀演題、優秀演題

１７:５０～１７:５５ 閉会の辞 ： 近畿大学医学部附属病院呼吸器・アレルギー内科 東田 有智 先生
※１７:５５より大会議室 2 にて「世話人・運営委員会」を開催致します。

＜大日本住友製薬株式会社 本社 案内図＞

地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅または堺筋線「北浜」駅下車徒歩 5 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 72 回臨床アレルギー研究会（関西）のご案内
・期 日 ： ２０１３年 12 月 14 日（土）、12 月 21 日（土）（予定）
（第 71 回世話人・運営委員にて決定致します）
・会 場 ： 薬業年金会館
大阪市中央区谷町６丁目５番４号
ＴＥＬ(06)6768－4451

