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第1日目　10月20日（土）

日程表

：同時通訳プログラム日↔英

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

3F 2F 1F

岡山コンベンションセンター
第1会場 第2会場 第4会場第3会場

コンベンションホール レセプションホール イベントホール（西）イベントホール（東）

教育セミナー 3
予防接種とアレルギー

～Judicious correspondence～
座長：吉原重美　演者：尾内一信

12：10～13：00 ▶P.464
教育セミナー 4

どう診る？どうする？小児のアレルギー性結膜炎
座長：佐竹良之　　　　　
演者：内野裕一　角　　環

12：10～13：00 ▶P.465

シンポジウム 1
食物アレルギーの発症予防と

アトピー性皮膚炎
座長：藤澤隆夫
　　 大矢幸弘

9：00～11：00 ▶P.419
シンポジウム 2

小児免疫療法の最前線
座長：下条直樹
　　 楠　　隆

9：00～11：00 ▶P.423

特別講演 1
人間関係をつくるコミュニケーション力

座長：池田政憲
演者：齋藤　孝

15：00～16：00 ▶P.401

招請講演 2
アレルギー疾患に対する厚生労働省の取り組み
～小児における課題とこれから行うべき対応～
座長：金廣有彦　演者：貝沼圭吾

16：10～16：50 ▶P.396

文化講演
ホスピタルアートの力

座長：國富泰二
演者：稲田恵子

13：20～14：10 ▶P.403

イブニングシンポジウム 1
食物アレルギー発症予防への

アプローチ
座長：斎藤博久　　　　　　　   
演者：大矢幸弘　George Du Toit

17：00～18：30 ▶P.483 イブニングシンポジウム 2
アレルギー疾患における

IgE検査の意義～小児アレルギー診療
日米の相違点から得られるヒント～

座長：近藤康人　　　　　　
演者：佐藤さくら　藤原倫昌
　　  Terumi Midoro-Horiuti

17：00～18：30 ▶P.485

イブニングシンポジウム 3
日本におけるアナフィラキシー

の現状と対策
座長：赤澤　晃　　　　　　
演者：海老澤元宏　伊藤浩明

17：00～18：30 ▶P.488

イブニングシンポジウム 4
ダニアレルゲン舌下免疫療法

座長：岡本美孝　　　　　
演者：下条直樹　南部光彦

17：00～18：30 ▶P.490

8：50～8：55　開会の辞

招請講演 5
The Origins of Childhood Asthma

座長：松井猛彦　　　　   
演者：Robert F. Lemanske

11：10～12：00 ▶P.399
招請講演 1

免疫アレルギー疾患とDOCKファミリー分子
座長：浜崎雄平
演者：福井宣規

11：10～12：00 ▶P.395
教育講演 3

これからの食物アレルギー診療の在り方
座長：末廣　豊　
演者：海老澤元宏

11：10～12：00 ▶P.413

日↔英

教育セミナー 1
小児アレルギー疾患への

舌下免疫療法の可能性
座長：西間三馨　演者：藤澤隆夫

12：10～13：00 ▶P.461

会長講演
未来ある子ども達 ～小児喘息の予後向上を目指して～
座長：眞弓光文　演者：池田政憲

14：30～15：00 ▶P.405

教育セミナー 2
小児アトピー性皮膚炎の予防と治療

座長：勝沼俊雄　　　　　
演者：堀向健太　矢上晶子

12：10～13：00 ▶P.462

日↔英

日↔英

特別企画
小児アレルギー：小児喘息の

問題点とその課題
座長：森川昭廣

13：10～14：25 ▶P.459

シンポジウム 3
アトピー性皮膚炎

新統一ガイドライン
座長：加藤則人
　　 藤澤隆夫

15：10～16：40 ▶P.427
シンポジウム 4

非IgE依存性消化管アレルギー研究
のまとめと新たな展開

座長：野村伊知郎
　　 木村光明　

15：10～16：40 ▶P.430

ミニシンポジウム 4
食物アレルギー免疫療法

座長：小林茂俊
　　 板澤寿子

15：10～16：34 ▶P.514

ミニシンポジウム 1
食物アレルギー/アナフィラキシー

座長：星岡　明　北林　耐

9：00～9：48 ▶P.507

ミニシンポジウム 2
気管支喘息診断・検査

座長：寺田明彦
　　 鈴木修一

9：48～10：48 ▶P.509

ミニシンポジウム 3
気管支喘息病態・治療

座長：荒川浩一
　　 坂本龍雄

10：48～11：48 ▶P.511
教育講演 2

小児疾患と酸化ストレス
座長：中野貴司　演者：塚原宏一

10：35～11：05 ▶P.412

教育講演 1
食物アレルギーの治癒を考察する
座長：徳山研一　演者：松本健治

9：50～10：30 ▶P.411

基調講演
アレルギー疾患対策基本法

座長：東田有智　演者：西間三馨

9：00～9：45 ▶P.407小児科領域講習 小児科領域講習

小児科領域講習

18：45～20：45　懇親会
会場：ホテルグランヴィア岡山　4階　フェニックス
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日程表

第5会場 第6会場 第8会場第7会場 第9会場 展示会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

展示ホール 301会議室 401会議室三木記念ホール 302会議室 ロビー
3F4F2F，3F 1F，3F

ハンズオンセミナー
スキンケア

10：30～12：00 ▶P.334

ハンズオンセミナー
プリックテスト・

舌下免疫療法

15：10～16：40 ▶P.334

教育講演 4
研究と論文執筆に必要な基礎知識

～研究倫理の向上を目指して～
座長：小倉英郎　岡田賢司
演者：土田　尚　頼藤貴志

11：00～12：00 ▶P.414
小児科領域講習

教育セミナー 5
スギ花粉ペプチド含有米とスギ花粉症

舌下免疫療法の機序と臨床評価
座長：榎本雅夫　　　　　
演者：田中敏郎　太田伸男

12：10～13：00 ▶P.467

ニューロペプタイド
研究会

17：00～18：30 ▶P.619

一般演題　O-1～4
気管支喘息：診断/検査

座長：辻　徹郎　川口浩史

9：00～9：36 ▶P.529

一般演題　O-71～75
消化管アレルギー 1

座長：林　大輔
　　 井上徳浩

9：45～10：30 ▶P.564

一般演題　O-43～49
食物アレルギー：診断

座長：橋本光司
　　 中島陽一

9：00～10：03 ▶P.550

一般演題　O-50～54
食物アレルギー：病態

座長：深尾敏幸　緒方美佳

10：03～10：48 ▶P.553

一般演題　O-76～81
消化管アレルギー 2

座長：成田雅美
　　 柳﨑紀子

10：30～11：24 ▶P.566

一般演題　O-66～70
食物アレルギー

座長：楠目和代　水内秀次

9：00～9：45 ▶P.561

一般演題　O-82～85
稀少事例とその検証

座長：森澤　豊　喜多村哲朗

11：24～12：00 ▶P.569

一般演題　O-5～8
気管支喘息：治療 1

座長：岡畠宏易　立元千帆

9：36～10：12 ▶P.531

一般演題　O-9～13
気管支喘息：治療 2

座長：西川　清
　　 谷本　安

10：12～10：57 ▶P.533

一般演題　O-14～20
抗原特異的免疫療法

座長：西田光宏
　　 山本修一

10：57～12：00 ▶P.535

一般演題　O-21～26
気管支喘息：疫学/病態

座長：松野正知
　　 磯崎　淳

15：10～16：04 ▶P.539

一般演題　O-27～31
クリニカルパス/PFAS

座長：佐々木伸孝
　　 関本員裕　

16：04～16：49 ▶P.542

一般演題　O-32～35
アレルギー疾患の予防

座長：小倉由紀子　杉原雄三

15：10～15：46 ▶P.544

一般演題　O-36～42
スキンケア/

アトピー性皮膚炎
座長：在津正文　
　　 斎藤有希惠

15：46～16：49 ▶P.546

一般演題　O-55～60
食物アレルギー：

経口免疫療法 1
座長：田知本寛　村井宏生

15：10～16：04 ▶P.556

一般演題　O-61～65
食物アレルギー：

経口免疫療法 2
座長：小倉聖剛　夏目　統

16：04～16：49 ▶P.559

一般演題　O-86～90
薬物アレルギー 1

座長：相原雄幸
　　 林　知子

15：10～15：55 ▶P.571

一般演題　O-91～95
薬物アレルギー 2

座長：岡野里香
　　 杉本真弓

15：55～16：40 ▶P.574

日韓交換講演
Considerations in child asthma management
座長：小田　慈　　 　
演者：Woo Kyung Kim

13：20～14：10 ▶P.409

評議員会
13：20～14：20

教育セミナー 7
呼気NO測定

座長：長尾みづほ
演者：粒来崇博　

12：10～13：00 ▶P.470

事前登録制

事前登録制

9：00～10：30 ▶P.495
International Pediatric Allergy
Symposia（I-PAS）　I-PAS1-1～6

Session 1
座長：Dae-Jin Song       

　　　　Takumi Takizawa      

10：30～12：00 ▶P.498
International Pediatric Allergy
Symposia（I-PAS）　I-PAS2-1～6

Session 2
座長：Ting Fan Leung

　  Hiroki Murai  

教育セミナー 6
アトピー性皮膚炎と食物アレルギー

座長：大嶋勇成
演者：今井孝成

12：10～13：00 ▶P.469

企業展示
9：00～18：00
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第2日目　10月21日（日）

日程表

：同時通訳プログラム日↔英

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

3F 2F 1F

岡山コンベンションセンター
第1会場 第2会場 第4会場第3会場

コンベンションホール レセプションホール イベントホール（西）イベントホール（東）

ミニシンポジウム 5
食物アレルギー経口負荷試験

座長：松原知代　
　　 本村知華子

10：10～11：34 ▶P.517

ミニシンポジウム 6
アトピー性皮膚炎

座長：土生川千珠　清益功浩

11：10～11：58 ▶P.521

ミニシンポジウム 7
抗原特異的免疫療法

座長：高増哲也　佐藤一樹

15：15～16：03 ▶P.523
ミニシンポジウム 8

アレルギー疾患の疫学・予防
座長：増田　敬
　　 縣　裕篤

15：15～16：15 ▶P.525

プロコンディベート
1. スキンケアは食物アレルギーの

発症を止められるか？
座長：眞弓光文

2. 分子標的薬は小児アレルギー診療に必要か？
座長：森川昭廣

3. 気道アレルギーに免疫療法は必要か？
座長：西間三馨

9：00～11：00 ▶P.453

招請講演 4
Allergen specificity of early-life

allergen intervention
座長：近藤直実　       
演者：George Du Toit

10：00～10：50 ▶P.398 日↔英

招請講演 3
 Pollen-food allergy syndrome（PFAS）

に関する海外での動向や最新情報
座長：望月博之　　　　　　
演者：Terumi Midoro-Horiuti

9：00～9：50 ▶P.397

シンポジウム 5
アレルギー診療と

これからの多職種連携
座長：小田嶋博
　　 赤澤　晃

9：00～11：00 ▶P.434

特別講演 2
がんを免疫力で治す

座長：那須保友
演者：本庶　佑

11：10～12：00 ▶P.402

教育講演 5
知らなかったではすまない!! 倫理違反事例

から学ぶ「臨床研究に求められること」
座長：西小森隆太　演者：古川裕之

9：00～10：00 ▶P.416
専門医共通講習

モーニングセミナー 1
ウイルス性気道感染症とアレルギー

座長：川内秀之
演者：堤　裕幸

8：00～8：50 ▶P.481

シンポジウム 7
食物アレルギー

座長：海老澤元宏
　　 伊藤浩明　

14：30～16：30 ▶P.443 シンポジウム 8
小児喘息

未来への展望
座長：足立雄一
　　 三浦克志

14：30～16：30 ▶P.448

小児科領域講習

教育セミナー 8
新たな視点から考えるアトピー性皮膚炎治療

座長：宇理須厚雄　　　　
演者：茂呂和世　中原剛士

12：10～13：00 ▶P.471
教育セミナー 11

アレルギー診断におけるIgE
座長：尾内一信　
演者：長尾みづほ

12：10～13：00 ▶P.476
教育セミナー 9

小児喘息および特発性慢性蕁麻疹
における抗体製剤のエビデンス

座長：亀田　誠　演者：近藤康人

12：10～13：00 ▶P.473
教育セミナー 10

皮膚バリア機構から考える湿疹・
アトピー性皮膚炎の治療戦略

座長：河野陽一　　　　　
演者：久保亮治　堀向健太

12：10～13：00 ▶P.474

教育講演 6
小児難治性遺伝性疾患に対する新規治療法の開発

座長：塚原宏一　演者：小野寺雅史

14：30～15：00 ▶P.417

16：30～16：35　閉会の辞

総会
13：05～14：25

PAE スキルアップセミナー

座長：楠　　隆

13：10～15：10 ▶P.493
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第2日目　10月21日（日）

日程表

第5会場 第6会場 第8会場第7会場 第9会場 展示会場

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

展示ホール 301会議室 401会議室三木記念ホール 302会議室 ロビー
3F 1F，3F4F2F，3F

ハンズオンセミナー
呼気NO・スパイロ

10：30～12：00 ▶P.334

ハンズオンセミナー
食物経口負荷試験

14：30～16：00 ▶P.335

一般演題　O-146～153
食物アレルギー：疫学 1

座長：住本真一
　　 吉川知伸

9：00～10：12 ▶P.601

一般演題　O-154～160
食物アレルギー：疫学 2

座長：滝沢琢己
　　 土本啓嗣

10：12～11：15 ▶P.605

一般演題　O-161～165
消化管アレルギー 3

座長：安井耕三　吉田之範

11：15～12：00 ▶P.609

一般演題　O-166～170
消化管アレルギー 4

座長：森田英明　吉田幸一

14：30～15：15 ▶P.611

一般演題　O-171～178
教育・指導

座長：平場一美
　　 続木康伸

15：15～16：27 ▶P.614

一般演題　O-140～145
アナフィラキシー 1

座長：山口和誠
　　 亀崎佐織

10：40～11：34 ▶P.598

一般演題　O-128～133
アナフィラキシー 2

座長：金子英雄　
　　 白尾謙一郎

14：30～15：24 ▶P.592

一般演題　O-134～139
アナフィラキシー 3

座長：金谷誠久
　　 浅井康一

15：24～16：18 ▶P.595

一般演題　O-122～127
食物アレルギー：

食物経口負荷試験 4
座長：大塚宜一　小倉和郎

15：33～16：27 ▶P.589

一般演題　O-116～121
食物アレルギー：

食物経口負荷試験 3
座長：岡藤郁夫
　　 渡邊美砂

14：30～15：33 ▶P.586

一般演題　O-96～101
アレルギーと社会
座長：長谷川真成
　　 藤井洋輔　

9：00～9：54 ▶P.576

一般演題　O-102～108
食物アレルギー：

食物経口負荷試験 1
座長：赤司賢一
　　 福田啓伸

9：54～10：57 ▶P.579

一般演題　O-109～115
食物アレルギー：

食物経口負荷試験 2
座長：井上祐三朗
　　 大石　拓　

10：57～12：00 ▶P.583

International Pediatric Allergy
Symposia（I-PAS）　I-PAS3-1～6

Session 3
  座長：Young-Ho Rha         

　             Noriyuki Yanagida        

9：00～10：30 ▶P.501

International Pediatric Allergy
Symposia（I-PAS）　I-PAS4-1～6

Session 4
座長：Jiu-Yao Wang      

　　      Kenji Matsumoto    

10：30～12：00 ▶P.504

教育セミナー 12
ウイルス感染症とアレルギー疾患

座長：森島恒雄　
演者：長谷川俊史

12：10～13：00 ▶P.477
教育セミナー 14

小児アレルギー診療における呼吸機能検査
座長：高瀬眞人　
演者：手塚純一郎

12：10～13：00 ▶P.479
教育セミナー 13

腸内フローラとヒトの健康・疾病
座長・演者：伊藤浩明
　　 演者：森田英利

12：10～13：00 ▶P.478

シンポジウム 6
再認識！

アナフィラキシー対応
座長：今井孝成
　　 森川みき

9：00～10：30 ▶P.439

県民公開講座
食物アレルギーの最前線！

～知っておきたい！ホントに
大切な食物アレルギーのお話～

演者：今井孝成　
　　 河原美穂子
　　 摺河祐司　
　　 西庄佐恵　
　　 大矢幸弘　
　　 山野井尚美

14：30～16：30 ▶P347

モーニングセミナー 2
小児気管支喘息の新たな治療戦略

座長：荒川浩一
演者：足立雄一

8：00～8：50 ▶P.482

事前登録制

事前登録制

小児科領域講習

企業展示
9：00～16：00

I-PAS交流会

12：10～13：00 ▶P.335


