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プログラム

7月20日（金）

第1会場（議場）

8：50～9：00 開会挨拶
会長：中村 陽一（横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター）

9：00～10：00 シンポジウム 1
『職業性アレルギー』

座長：石塚 全（福井大学医学系部門病態制御医学講座内科学（3））
廣瀬 正裕（藤田保健衛生大学医学部呼吸器内科学 II 講座）

①「経皮感作から始まる職業性食物アレルギー」
いのまた な お こ

猪又 直子
横浜市立大学大学院医学研究科環境免疫病態皮膚科学

②「職業性アナフィラキシー」
わたなべ な お と

渡邉 直人
横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター

③「職業性喘息の現状」
ひ さ だ た け し

久田 剛志
群馬大学医学部附属病院呼吸器・アレルギー内科

10：05～10：55 教育講演 1
座長：相原 道子（横浜市立大学大学院医学研究科環境免疫病態皮膚科学）

「環境アレルゲンに対する免疫療法の現状と展望」
な が た まこと

永田 真
埼玉医科大学呼吸器内科/埼玉医科大学アレルギーセンター
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11：00～11：50 教育講演 2
座長：山下 直美（武蔵野大学薬学部薬物療法学）

「環境真菌とアレルギー性気道疾患」
あ さ のこういちろう

浅野浩一郎
東海大学医学部内科学系呼吸器内科学

12：00～13：00 ランチョンセミナー 1
『環境アレルゲンからみたアレルギー性鼻炎と気管支喘息』

座長：増山 敬祐（山梨大学大学院総合研究部耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

西村 善博（神戸大学大学院医学研究科内科学講座呼吸器内科学分野）

共催：大鵬薬品工業株式会社/Meiji Seika ファルマ株式会社

②「気管支喘息の発症および増悪に対するアレルギー性鼻炎の関連」
○

さ の ひろゆき

佐野 博幸、岩永 賢司、東田 有智
近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科

①「アレルギー性鼻炎の症状と病態から考える治療戦略」
さくらい だいじゅ

櫻井 大樹
千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

13：05～13：25 総会・評議員会

13：30～14：50 会長企画
『アレルギー疾患対策基本法』

座長：斎藤 博久（国立成育医療研究センター研究所）
谷口 正実（国立病院機構相模原病院臨床研究センター）

①「法律成立の経緯と課題」
に し ま さんけい

西間 三馨
国立病院機構福岡病院

②「アレルギー疾患対策基本法成立後の厚生労働省の取り組み」
かいぬま け い ご

貝沼 圭吾
厚生労働省健康局がん・疾病対策課
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14：55～15：45 会長講演
座長：東田 有智（近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科）

「喘息予報の試み」
なかむら よういち

中村 陽一
横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター

15：50～16：40 教育講演 3
座長：足立 満（国際医療福祉大学臨床医学研究センター/山王病院アレルギー内科）

「オンライン診療の現状」
はら せ い ご

原 聖吾
株式会社MICIN

16：45～17：35 教育講演 4
座長：磯崎 淳（横浜市立みなと赤十字病院小児科）

「環境と小児アレルギー疾患」
よしはら し げ み

吉原 重美
獨協医科大学医学部小児科学

17：40～18：30 教育講演 5
座長：松永佳世子（藤田保健衛生大学医学部アレルギー疾患対策医療学）

「蕁麻疹の診療」
や が み あ き こ

矢上 晶子
藤田保健衛生大学坂文種報德會病院総合アレルギー科
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第2会場（901会議室）

9：30～10：00 一般演題 皮膚関連
座長：杉浦真理子（第一クリニック）

O-1 フルーツおよびラテックスグローブが原因と考えられたアレルギー性血管性浮腫をきたした
調理師の一例

○
つるまき ひろあき

鶴巻 寛朗1）、久田 剛志1）、古賀 康彦1）、矢冨 正清1）、齋藤 悠1）、土橋 邦生2）

1）群馬大学医学部附属病院呼吸器・アレルギー内科、2）上武呼吸器科内科病院

O-2 歯科従事者のパッチテストでレジンアレルギーが判明した 1例

○
やまかわ こうへい

山川 浩平1）、池田 信昭1）、乙竹 泰1）、田中 理子1）、山川 有子2）、相原 道子1）

1）横浜市立大学、2）山川皮ふ科

O-3 システアミン塩酸塩、パラフェにレンジアミンによる職業性接触皮膚炎の 1例

○
すぎうら ま り こ

杉浦真理子、杉浦 啓二
第一クリニック皮膚科・アレルギー科

10：00～10：40 一般演題 喘息関連 1
座長：工藤 誠（横浜市立大学附属市民総合医療センター呼吸器病センター）

O-4 レセプトと特定健康診査のデータによる喘息疫学調査

○
とみた やすひろ

富田 康裕1）、福冨 友馬1）、畦川 和弘2）、入江 真理3）、下田 照文4）、岡田 千春5）、
中村 陽一6）、谷口 正実1）

1）独立行政法人国立病院機構相模原病院臨床研究センター、
2）株式会社エム・エイチ・アイ、3）日本医療保険研究株式会社、4）サン・レモリハビリ病院、
5）独立行政法人国立病院機構本部医療部、6）横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター

O-5 当院における慢性副鼻腔炎合併気管支喘息の臨床的特徴

○
おかやす かおり

岡安 香1）、青栁 慧1）、安部由希子1）、石川 利寿1）、今瀨 玲菜1）、鵜浦 康司1）、
河﨑 勉1）、山下ゆき子2）、中村 陽一3）

1）横浜市立みなと赤十字病院呼吸器内科、2）横浜市立みなと赤十字病院耳鼻いんこう科、
3）横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター

O-6 気管支喘息と台風との関係についてのアンケート調査結果

○
わたなべ な お と

渡邉 直人1,2）、牧野 荘平2）、中村 陽一1）

1）横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター、2）東京アレルギー・呼吸器疾患研究所
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O-7 気管支喘息治療における血清ECP、EDN測定への影響と臨床的有用性の検討

○
かわさき つとむ

河﨑 勉1）、青栁 慧1）、安部由希子1）、石川 利寿1）、今瀨 玲菜1）、岡安 香1）、
鵜浦 康司1）、中村 陽一2）

1）横浜市立みなと赤十字病院呼吸器内科、2）横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター

10：40～11：00 企業企画講演
座長：渡邉 直人（横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター）

「―屋内浮遊担子菌除去への挑戦―
新規開発空気清浄機の使用が、担子菌関連アレルギー性気道疾患の症状緩和に
寄与するか？」
お が わ はるひこ

小川 晴彦
石川県済生会金沢病院内科

11：10～11：40 一般演題 特殊な肺疾患
座長：金廣 有彦（岡山ろうさい病院呼吸器アレルギーセンター）

O-8 BAT と DLST により診断し得えた抑肝散と大柴胡湯による薬剤性慢性好酸球性肺炎の一例

○
かわはら と も こ

河原 朋子、山口 宗大、三國 肇子、桑原 直太、眞鍋 亮、福田 陽祐、
木村 友之、宮田 祐人、平井 邦朗、神野 恵美、大田 進、本間 哲也、
楠本壮二郎、山口 史博、山本 真弓、鈴木慎太郎、田中 明彦、大西 司、
相良 博典
昭和大学病院呼吸器・アレルギー内科

O-9 吸入元素解析による特発性肺線維症の予後予測因子の検討

○
こ が やすひこ

古賀 康彦1）、佐藤 隆博2）、解良 恭一3）、蜂巣 克昌1）、江夏 昌志2）、石塚 全4）、
清水 公裕5）、茂木 晃5）、土橋 邦生6）、久田 剛志1）

1）群馬大学大学院医学系研究科呼吸器・アレルギー内科、
2）国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、3）群馬大学先端医療開発講座、
4）福井大学病態制御医学講座内科学（3）、5）群馬大学医学部附属病院呼吸器外科、
6）上武呼吸器科内科病院

O-10　　当院における石綿肺癌の検討

○
よこやま た か こ

横山多佳子1）、加藤 宗博1）、北村 有希1）、加藤 千博1）、堀内 実1）、宇佐美郁治1）、
新実 彰男2）

1）旭労災病院呼吸器科、2）名古屋市立大学呼吸器・免疫アレルギー内科
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15：50～16：30 一般演題 過敏性肺炎 1
座長：河﨑 勉（横浜市立みなと赤十字病院呼吸器内科）

O-11 N95 マスクが有効であったキノコ栽培従事者に発症した職業関連過敏性肺臓炎の 1例

○
しらい としひろ

白井 敏博1）、下田由季子2）、田村可菜美1）、増田 寿寛1）、高橋 進悟1）、田中 悠子1）、
岸本祐太郎1）、大石 亨平1）、遠藤 慶成1）、三枝 美香1）、赤松 泰介1）、山本 輝人1）、
森田 悟1）、朝田 和博1）

1）静岡県立総合病院呼吸器内科、2）国立国際医療研究センター呼吸器内科

O-12 吸入誘発試験により診断しえた加湿器肺の一例

○
まなべ りょう

眞鍋 亮1,2）、中嶌 賢尚3）、本間 哲也2）、鈴木慎太郎2）、伊田 瞳1,2）、
奥田健太郎1）、相良 博典2）

1）東京都保健医療公社荏原病院内科、
2）昭和大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー内科学部門、
3）新百合ヶ丘総合病院呼吸器内科

O-13 クリーニング業の夫婦に発症した夏型過敏性肺炎例

○
あづま まさひこ

吾妻 雅彦1,2）、湊 義彰3）、木下 勝弘4）、近藤 真代2）、西岡 安彦2）

1）徳島大学大学院医歯薬学研究部医療教育学分野、
2）徳島大学大学院医歯薬学研究部呼吸器・膠原病内科学分野、3）みなとクリニック、
4）きのした内科呼吸器クリニック

O-14 家族内発症した夏型過敏症肺炎の検討

○
いのうえ ま な み

井上真奈美、皿谷 健、小田 未来、布川 寛樹、藤原 正親、滝澤 始
杏林大学呼吸器内科

16：30～17：10 一般演題 タバコ関連
座長：野上 裕子（国立病院機構福岡病院呼吸器内科）

O-15 栃木県と東京都の高校生における家庭内受動喫煙実態調査に関する比較検討

○
ふくだ ひろのぶ

福田 啓伸1）、宮本 学1）、安藤 裕輔1）、加藤 正也1）、中山 元子1）、渡邉 直人2）、
荒井 一徳2,3）、牧野 荘平2）、吉原 重美1）

1）獨協医科大学小児科、2）NPO法人東京アレルギー・呼吸器疾患研究所、
3）ILCA（I Love Clean Air）ブルーリボン運動推進協議会

O-16 栃木県と東京都の高校生における市中受動喫煙実態調査に関する比較検討

○
あらい かずのり

荒井 一徳1,2）、渡邉 直人1）、福田 啓伸3）、吉原 重美3）、牧野 荘平1）

1）NPO法人東京アレルギー・呼吸器疾患研究所、
2）ILCA（I Love Clean Air）ブルーリボン運動推進協議会、3）獨協医科大学小児科
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O-17 小児呼吸器学会会員タバコ関連アンケート調査結果にみる患児の受動喫煙暴露状況

○
あらい かずのり

荒井 一徳1,2,5）、吉原 重美3）、福田 啓伸3）、川崎 一輝4）、灰田美知子5）、
渡邉 直人1）、牧野 荘平1）

1）NPO法人東京アレルギー・呼吸器疾患研究所、
2）ILCA（I Love Clean Air）ブルーリボン運動推進協議会、3）獨協医科大学小児科、
4）国立成育医療研究センター呼吸器科、5）NPO法人環境汚染等から呼吸器病患者を守る会

O-18 禁煙外来受診者の禁煙成功例と非成功例の比較

○
のがみ ひ ろ こ

野上 裕子1）、恐田 尚幸1）、岡本 友樹2）、本荘 哲2）、岩永 知秋1）

1）独立行政法人国立病院機構福岡病院呼吸器科、
2）独立行政法人国立病院機構福岡病院小児科

17：10～17：50 一般演題 食物・薬物アレルギー関連 1
座長：下田 照文（サン・レモリハビリ病院内科）

O-19 ヒスタミン加人免疫グロブリン療法が有効であった食物アレルギーの症例

○
わたなべ な お と

渡邉 直人1,2）、牧野 荘平2）、中村 陽一1）

1）横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター、2）東京アレルギー・呼吸器疾患研究所

O-20 鎮咳薬を原因としてアナフィラキシーを発症したと考えられる症例

○
えさき たかし

江﨑 崇1）、竹下 裕理1）、豊田 光1）、東名 史憲1）、伊東 彩香1）、酒瀬川裕一1）、
小林このみ1）、小泉 佑太1）、田中 祐輔1）、三好 昭暉1）、杉本 直也1）、倉持美知雄1）、
新井 秀宜1）、長瀬 洋之1）、山口 正雄1）、大田 健2）

1）帝京大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー学、2）国立病院機構東京病院

O-21 肥満細胞の活性化に及ぼすダイアジノンの効果についての基礎的検討

○
さそう か な こ

佐宗香奈子、松島充代子、渥美 和子、田中 杏佳、杉山 燈人、大立 知子、
上山 純、川部 勤
名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻病態解析学分野

O-22 フェヌグリークが原因抗原と考えられたスパイスアレルギーの 1例

○
ますだ けい

増田 敬、白川 清吾、高橋 由希、渡部 浩平、宮原麻衣子、五十里裕美、
花谷 あき
同愛記念病院小児アレルギーセンター
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7月21日（土）

第1会場（議場）

9：00～10：00 シンポジウム 2
『環境アレルゲン』

座長：金子 猛（横浜市立大学大学院医学研究科呼吸器病学）
堀口 高彦（藤田保健衛生大学医学部呼吸器内科学 II 講座）

①「アレルゲンはなぜアレルゲンになるのか?」
た か い としろう

高井 敏朗
順天堂大学大学院医学研究科アトピー疾患研究センター

②「過敏性肺炎」
みやざき やすなり

宮崎 泰成
東京医科歯科大学呼吸器内科

③「吸入性アレルゲン：最近の話題」
ふくとみ ゆ う ま

福冨 友馬
国立病院機構相模原病院臨床研究センター診断・治療薬開発研究室

10：05～10：35 特別講演 1
座長：宇佐神 篤（東海花粉症研究所/うさみクリニック（耳鼻咽喉科））

「職業とアレルギーの歴史」
ど ば し く に お

土橋 邦生
上武呼吸器科内科病院

10：40～11：40 教育講演 6
『新アレルギー専門医』

座長：庄司 俊輔（河北総合病院アレルギー科）
中村 陽一（横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター）

①「新専門医制度の現状と問題点～内科領域を中心に～」
よこやま あきひと

横山 彰仁
高知大学医学部血液・呼吸器内科学
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②「期待されるアレルギー専門医」
やまぐち ま さ お

山口 正雄
帝京大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー学

11：45～12：25 特別講演 2
座長：藤枝 重治（福井大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

「花粉飛散測定の現状と課題、ならびに花粉による全身への影響の検討」
おかもと よしたか

岡本 美孝
千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

12：35～13：35 ランチョンセミナー 2
座長：玉置 淳（GSKグローバル・メディカル・エキスパート）

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

「職業性・環境因子による咳」
に い み あ き お

新実 彰男
名古屋市立大学大学院医学研究科呼吸器・免疫アレルギー内科学
名古屋市立大学病院呼吸器・アレルギー内科

13：40～14：20 教育講演 7
座長：橋本 修（湘南医療大学保健医療学部/湘南東部総合病院呼吸器内科）

「アレルギー関連遺伝子と環境」
ひ ざ わ のぶゆき

檜澤 伸之
筑波大学医学医療系呼吸器内科

14：25～15：05 教育講演 8
座長：大田 健（国立病院機構東京病院）

「進化からみたアレルギー免疫応答の意味」
まつもと け ん じ

松本 健治
国立成育医療研究センター研究所免疫アレルギー・感染研究部
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15：10～16：10 シンポジウム 3
『重症喘息』

座長：相良 博典（昭和大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー内科学部門）
朝子 幹也（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「One airway, one disease としての副鼻腔炎治療」
お か の みつひろ

岡野 光博
国際医療福祉大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科学

②「気管支サーモプラスティ」
ほうじょう まさゆき

放生 雅章
NTT東日本関東病院呼吸器センター

③「第一線喘息診療における重症喘息の管理と生物製剤の導入」
ほ ざ わそういちろう

保澤総一郎
広島アレルギー呼吸器クリニック

16：15～16：55 教育講演 9
座長：岩永 賢司（近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科）

「COPDのフレイル・サルコペニアとその対策」
し お や たかのぶ

塩谷 隆信
秋田大学名誉教授

16：55～ 閉会挨拶
会長：中村 陽一（横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター）
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第2会場（901会議室）

10：05～10：45 一般演題 過敏性肺炎 2
座長：白井 敏博（静岡県立総合病院呼吸器内科）

O-23 製茶工場従事者に発症した職業関連過敏性肺炎の一例

○
たなか ゆ う こ

田中 悠子1）、岸本祐太朗1）、大石 享平1）、遠藤 慶成1）、三枝 美香1）、赤松 泰介1）、
山本 輝人1）、森田 悟1）、朝田 和博1）、広瀬 正秀2）、鈴木 誠3）、白井 敏博1）

1）静岡県立総合病院呼吸器内科、2）静岡県立総合病院呼吸器外科、
3）静岡県立総合病院病理診断科

O-24 冬季診断を含む職場環境が誘引となった夏型過敏性肺炎の家族内発症例

○
いしかわ としひさ

石川 利寿1）、青栁 慧1）、安部由希子1）、今瀨 玲菜1）、岡安 香1）、鵜浦 康司1）、
河﨑 勉1）、中村 陽一2）

1）横浜市立みなと赤十字病院呼吸器内科、2）横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター

O-25 当院における夏型過敏性肺炎と気象に関する検討

○
うのうら こ う じ

鵜浦 康司1）、青柳 彗1）、安部由希子1）、石川 利寿1）、今瀬 玲菜1）、岡安 香1）、
河崎 勉1）、中村 陽一2）

1）横浜市立みなと赤十字病院呼吸器内科、2）横浜市立みなと赤十字病院アレルギー科

O-26 SIADHの合併を認めた夏型過敏性肺炎の 1例

○
あ べ ゆ き こ

安部由希子1）、青栁 慧1）、石川 利寿1）、今瀨 玲菜1）、岡安 香1）、鵜浦 康司1）、
河﨑 勉1）、中村 陽一2）

1）横浜市立みなと赤十字病院呼吸器内科、2）横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター

10：45～11：25 一般演題 鼻炎関連
座長：古賀 康彦（群馬大学大学院医学系研究科呼吸器・アレルギー内科）

O-27 花粉症との鑑別が困難であった Indoor Air Pollution による季節性鼻炎の一例

○
とう や す お

黨 康夫、都筑 隆太、山脇 聡、添田 聖子、勝部 乙大、河野 雄太、
渡邉 直人、黨 雅子
社会福祉法人同愛記念病院アレルギー呼吸器科

O-28 乳幼児の花粉感作とアレルギー疾患の関連性について

○
あんどう ゆうすけ

安藤 裕輔、加藤 正也、宮本 学、中山 元子、福田 啓伸、吉原 重美
獨協医科大学小児科学
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O-29 スギ舌下免疫療法の有効性を示唆する客観的指標についての検討

○
わたなべ な お と

渡邉 直人1,2）、牧野 荘平2）、中村 陽一1）

1）横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター、2）東京アレルギー・呼吸器疾患研究所

O-30 当院の鼻炎合併喘息に対するビラスチンの使用経験

○
ひろせ まさひろ

廣瀬 正裕、大野 斉毅、加藤 研一、鬼頭 雄亮、加藤理恵子、出口亜里紗、
横井 達佳、堀口 紘輝、吉田 隆純、瀧田好一郎、加藤 圭介、桑原 和伸、
志賀 守、近藤りえ子、堀口 高彦
藤田保健衛生大学医学部呼吸器内科学 II 講座

11：25～12：05 一般演題 喘息関連 2
座長：黨 康夫（同愛記念病院アレルギー呼吸器科）

O-31 ペットによる喘息発症予防ないし喘息症状増悪抑制効果に対するトシル酸スプラタストの可
能性についての検討

○
わたなべ な お と

渡邉 直人1,2）、牧野 荘平2）、中村 陽一1）

1）横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター、2）東京アレルギー・呼吸器疾患研究所

O-32 香川県中讃地区における農作業関連喘息に関する調査

○
せきや れ い な

関谷 怜奈1）、永野 達也1）、梅澤佳乃子1）、桂田 直子1）、中田 恭介1）、山本 正嗣1）、
上領 博1）、小林 和幸1）、岸 俊行2）、西村 善博1）

1）神戸大学大学院医学研究科内科学講座呼吸器内科学分野、2）滝宮総合病院内科

O-33 成人喘息に対するイヌアレルゲンコンポーネント Can f 5 の影響

○
すずきしんたろう

鈴木慎太郎1）、岸野 康成2）、Jan Lötvall2）、Borres Magnus3）、田中 明彦1）、
相良 博典1）

1）昭和大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー内科部門、
2）スウェーデン国立イェテボリ大学医学部クレフティングリサーチセンター、
3）スウェーデン国立ウプサラ大学母子保健リサーチセンター

O-34 ダニ誘発気管支喘息マウスモデルの時間濃度依存性と toll�like receptor 4 の役割

○
いしい た か し

石井 崇史1,2）、新倉 雄一1）、成田 知也1）、村上 祐輔1）、蔵田 圭吾3）、阪口 雅弘4）、
長瀬 隆英2）、山下 直美1）

1）武蔵野大学薬学部薬物療法学、2）東京大学医学部附属病院呼吸器内科、3）ITEA株式会社、
4）麻布大学獣医学部
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13：40～14：20 一般演題 環境とアレルギー 1
座長：押方智也子（平塚市民病院呼吸器内科）

O-35 川崎市内におけるPM2.5/オキシダントと小児喘息有病率の経年的変化の関連性

○
たかやなぎ りょうた

高柳 良太、坂元 昇
川崎市立看護短期大学

O-36 ミスト状塩化ベンザルコニウムの吸入曝露がアレルギー性気道炎症に及ぼす影響

○
さだかね か お り

定金 香里、市瀬 孝道
大分県立看護科学大学生体反応学

O-37 黄砂の乳幼児の症状への影響

○
いたざわ と し こ

板澤 寿子1）、金谷久美子2）、浜崎 景1）、稲寺 秀邦1）、大西 一成3）、黒沢 洋一4）、
中山 健夫2）、足立 雄一1）

1）富山大学、2）京都大学、3）山梨大学、4）鳥取大学

O-38 宮城県石巻市における仮設住宅に居住歴のある住民を対象とした集団検診の喘息の有病率と
ダニアレルゲン感作の推移

○
おしかた ち や こ

押方智也子1）、渡辺麻衣子2）、石田 正嗣3）、小林 誠一3）、栗山 進一4）、金子 猛5）、
鎌田 洋一6）、矢内 勝3）、釣木澤尚実1,5）

1）平塚市民病院アレルギー内科、2）国立医薬品食品衛生研究所、3）石巻日赤病院呼吸器内科、
4）東北大学災害科学国際研究所、5）横浜市立大学大学院医学研究科、6）甲子園大学

14：20～14：50 一般演題 環境とアレルギー 2
座長：増田 敬（同愛記念病院小児科）

O-39 東日本大震災後の小児アレルギー疾患に対する環境整備介入効果の検証

○
つりきさわな お み

釣木澤尚実1,2）、押方智也子1）、渡辺麻衣子3）、松原 博子4）、栗山 進一4）、嶋田 貴志5）、
鎌田 洋一6）、金子 猛2）、矢内 勝7）、呉 繁夫8）

1）平塚市民病院アレルギー内科、2）横浜市立大学大学院医学研究科呼吸器病学、
3）国立医薬品食品衛生研究所、4）東北大学災害科学国際研究所、5）ニチニチ製薬株式会社、
6）甲子園大学、7）石巻日赤病院呼吸器内科、8）東北大学大学院医学系研究学小児科学

O-40 住居内床面のスギ花粉汚染の評価

○
しらい ひではる

白井 秀治1,2）、相澤 大輔3）、南部 光彦4）、阪口 雅弘5）、渡邉 直人1）、牧野 荘平1）

1）東京アレルギー・呼吸器疾患研究所、2）環境アレルゲン info and care 株式会社、
3）関東化学株式会社伊勢原研究所、4）なんぶ小児科アレルギー科、5）麻布大学獣医学部
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O-41 家庭用布団乾燥機を用いた布団内の殺ダニ効果の検討

○
しらい ひではる

白井 秀治1,2）、田中 巧3）、陸茉 莉花4）、竹内 健二5）、稲見 淳一5）、相馬 公義5）、
阪口 雅弘6）、渡邉 直人1）、牧野 荘平1）

1）東京アレルギー・呼吸器疾患研究所、2）環境アレルゲン info and care、
3）株式会社ビアブル、4）三菱電機株式会社、5）三菱電機ホーム機器株式会社、
6）麻布大学獣医学部

14：55～15：45 一般演題 アスペルギルス関連
座長：原 丈介（金沢大学附属病院呼吸器内科）

O-42 産業廃棄物処理場勤務者 2名に発症したアレルギー性気管支肺アスペルギルス症の背景比較
検討

○
かわの て つ や

河野 哲也1,2）、木下 理恵1）、荒木 智絵1）、深堀 範1）、泊 慎也1）、
福島 千鶴1,3）、尾長谷 靖1）、栁原 克紀4）、迎 寛1）

1）長崎大学病院呼吸器内科、2）長崎大学病院喫煙問題対策センター、
3）長崎大学病院臨床研究センター、4）長崎大学病院検査部

O-43 小児気管支喘息患者におけるアスペルギルス抗原感作の状況と臨床的背景

○
ますだ けい

増田 敬、白川 清吾、宮原麻衣子
同愛記念病院小児アレルギーセンター

O-44 アレルギー性気管支肺アスペルギルス症患者におけるアレルゲンコンポーネントの検討

○
くわばら かずのぶ

桑原 和伸、鬼頭 雄亮、大野 斉毅、加藤 研一、加藤理恵子、横井 達佳、
出口亜里紗、堀口 紘輝、吉田 隆純、瀧田好一郎、加藤 圭介、志賀 守、
廣瀬 正裕、近藤りえ子、堀口 高彦
藤田保健衛生大学医学部呼吸器内科学 II 講座

O-45 気胸発症を契機に診断された肺アスペルギルスオーバーラップ症候群の一例

○
ご せ きゅうや

御勢 久也1）、佐野安希子1）、吉川 和也1）、佐伯 翔1）、綿谷奈々瀬1）、山崎 亮1）、
西川 裕作1）、大森 隆1）、西山 理1）、山縣 俊之1）、佐野 博幸1）、岩永 賢司1）、
原口 龍太1）、久米 裕昭1）、吉田耕一郎2）、東田 有智1）

1）近畿大学医学部内科学呼吸器・アレルギー内科、
2）近畿大学医学部附属病院安全管理部感染対策室

O-46 アレルギー性気管支肺アスペルギルス症に対するメポリズマブの使用経験

○
はら じょうすけ

原 丈介、山村 健太、大倉 徳幸、阿保 未来、笠原 寿郎
金沢大学附属病院呼吸器内科
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15：45～16：25 一般演題 食物・薬物アレルギー関連 2
座長：古家 正（古家内科医院/横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター）

O-47 天ぷら粉に混入したダニを原因とするアナフィラキシーの家族内発症例

○
たけした ゆ う り

竹下 裕理1）、豊田 光1）、東名 史憲1）、伊東 彩香1）、酒瀬川裕一1）、江﨑 崇1）、
小林このみ1）、小泉 佑太1）、田中 祐輔1）、三好 昭暉1）、杉本 直也1）、倉持美知雄1）、
新井 秀宜1）、長瀬 洋之1）、山口 正雄1）、大田 健2）

1）帝京大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー学、2）国立病院機構東京病院

O-48 口腔アレルギー症候群から心不全に至ったと考えられる症例

○
わたなべ な お と

渡邉 直人1,2,3）、牧野 荘平2）、中村 陽一1）

1）横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター、2）東京アレルギー・呼吸器疾患研究所、
3）聖隷富士病院内科

O-49 セフェム系抗菌薬によりアナフィラキシーを発症し、側鎖構造が重要と考えられた症例

○
やまぐち ま さ お

山口 正雄1）、竹下 裕理1）、東名 史憲1）、豊田 光1）、伊東 彩香1）、酒瀬川裕一1）、
江﨑 崇1）、小林このみ1）、小泉 佑太1）、田中 祐輔1）、三好 昭暉1）、杉本 直也1）、
倉持美知雄1）、新井 秀宜1）、長瀬 洋之1）、大田 健2）

1）帝京大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー学、2）国立病院機構東京病院

O-50 セレコキシブ「過敏」の 2症例

○
ふるいえ まさし

古家 正1,2）、渡邉 直人2）、橋場 容子2）、磯崎 淳2）、中村 陽一2）

1）古家内科医院、2）横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター




