第 18 回食物アレルギー研究会

プログラム

平成 30 年 2 月 18 日（日） 9：30～17：04
於：パシフィコ横浜 アネックスホール
8：30～
9：30～9：35

受付
開会の辞

9：35～11：15
午前中の特別プログラム
「学校・保育所等での食物アレルギー対応研修はどこまで進んでいるのか」
座 長：伊藤浩明
あいち小児保健医療総合センター
今井孝成
昭和大学医学部小児科
1. 東京都調布市のこれまでの対策
野澤 薫
東京都調布市教育委員会
2. 保育士養成課程での食物アレルギー教育の取り組み
及川 郁子
東京家政大学家政学部児童学科
3. アレルギーエデュケーターによる教職員研修モデルの紹介
益子 育代
東京都立小児総合医療センター看護部
4. アレルギー非専門医とメディカルスタッフが活用できる研修ツールの紹介
金子 恵美
国立病院機構福岡病院看護部
5. 食物アレルギー対応のこれから
赤澤 晃
東京都立小児総合医療センターアレルギー科
（11：15～11：25 休憩）
11：25～12：10
一般演題Ⅰ 社会的対応
座 長：駒場啓子
全国学校栄養士協議会
近藤康人
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院小児科
1. 学校給食における配膳の誤差
黒坂文武
くろさか小児科アレルギー科

2. 学童の食物アレルギー児に対する栄養士の役割
三田 恵 1)、高橋彩乃 1)、繪面友香子 1)、齊藤克枝 1)、宮本 学 2)、福田啓伸 2)、吉原重美 2)
獨協医科大学病院栄養部 1)、獨協医科大学病院小児科 2)

3. 愛知県の学校給食における食物アレルギー対応の実態調査
中里友美 1）、井関夏実 1）、仲 佳代 2）、岡田恵利 2）、寺倉里架 2）、上田由美 2）、伊藤日奈子 2）、島崎道代 2）、大
林浩明 1）、國崎 純 1）、坂井 聡 1）、牧野篤司 1）、北村勝誠 1）、田嶋直哉 1）、田島 巌 1）、小野 学 1）、田上和憲 1）、
高里良宏 1）、松井照明 1）、杉浦至郎 1）、伊藤浩明 1）
あいち小児保健医療総合センターアレルギー科 1)、NPO 法人アレルギー支援ネットワーク 2)

4. 福岡市学童の食物アレルギー、エピペン携帯の現状とエピペン研修
柴田瑠美子
国立病院機構福岡病院小児科

5. 保育者養成施設における食物アレルギー教育の検討
渡辺香織、小野内初美、朴 賢晶、有尾正子、西澤早紀子、田村佳代、鋤柄悦子、安藤京子
愛知文教女子短期大学

（12：10～13：40 昼食・休憩）
12：20～13：20
共催セミナー
「アトピー性皮膚炎における汗の役割 ～アレルゲンの吸収は保湿剤により防ぎ得るか？～」
座 長：柳田紀之
国立病院機構相模原病院小児科
演 者：塩原哲夫
杏林大学医学部付属病院皮膚科
13：20～13：40
一般演題Ⅱ（ポスター閲覧）
座 長：緒方美佳
国立病院機構熊本医療センター小児科
6. 保健センターなど行政と連携した「保健指導」の試み
園部まり子、長岡 徹
NPO 法人アレルギーを考える母の会

7. グローバル化時代における食物アレルギー対応支援をいかにして受け入れるか
三田久美 1)、松本祥子 2) 、柳井智和 1)
アレルギーサポートネットあっぷるんるんくらぶ 1)、東北福祉大学 2)

13：40～14：25
一般演題Ⅲ 診断・管理①
座 長：藤澤隆夫
国立病院機構三重病院
吉原重美
獨協医科大学医学部小児科
8. ナシ摂取後に重篤な呼吸器症状を呈した 1 例
続木康伸
札幌徳洲会病院アレルギー科

9. キシリトールによるアナフィラキシーを呈した一例
岡本 薫
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院小児科

10. アレルギー疾患の花粉感作と口腔アレルギー症候群
本村知華子、岡本友樹、植松浩司、二宮崇仁、赤峰裕子、岡部公樹、若槻雅敏、小野倫太郎、岩田実穂子、田
場直彦、小田嶋博
国立病院機構福岡病院小児科

11. 鶏卵アレルギー発症予防に関する検討
田中泰樹
すこやかアレルギークリニック

12. 成人食物アレルギー患者シリーズにおける好塩基球活性化試験（BAT）の有用性
鈴木慎太郎、宮田裕人、神野恵美、大田 進、本間哲也、田中明彦、大西 司、相良博典
昭和大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー内科部門

14：25～15：19
一般演題Ⅲ 診断・管理②
座 長：伊藤節子
同志社女子大学生活科学部食物栄養学科
下条直樹
千葉大学大学院医学研究院小児病態学
13. 単回摂取による食物経口負荷試験 ～安全で負担の少ない食物アレルギー診療〜
川田康介
かわだ小児科アレルギークリニック

14. 当院におけるエビ負荷試験のまとめ
田中裕也、岡藤郁夫、鶴田 悟
神戸市立医療センター中央市民病院小児科

15. 加熱牛乳 3mL の経口負荷試験を施行した児の 3 年経過
小泉 舞 1)、高橋亨平 1)、赤松信子 1)、糸永宇慧 1)、永倉顕一 1)、浅海智之 1)、小倉聖剛 1)、真部哲治 1)、柳田
紀之 1)、佐藤さくら 2)、海老澤元宏 2)
国立病院機構相模原病院小児科 1)、同 臨床研究センターアレルギー性疾患研究部 2)

16. 0.5g のピーナッツ経口負荷試験を施行した児の 2 年経過
赤松信子１）、小倉聖剛１）、小泉 舞１）、糸永宇慧１）、高橋亨平１）、永倉顕一１）、浅海智之１）、真部哲治１）、柳田
紀之１）、佐藤さくら２）、海老澤元宏２）
国立病院機構相模原病院小児科 1)、同 臨床研究センターアレルギー性疾患研究部 2)

17. 少量の食物経口負荷試験を施行した即時型小麦アレルギーの 3 年経過
糸永宇慧 1)、浅海智之 1)、赤松信子 1) 、小泉 舞 1) 、江尻勇樹 1)、西野 誠 1)、竹井真理 2)、永倉顕一 1)、高橋
亨平 1)、小倉聖剛 1)、真部哲治 1)、柳田紀之 1)、佐藤さくら 2)、海老澤元宏 2)
国立病院機構相模原病院小児科 1)、同 臨床研究センターアレルギー性疾患研究部 2)

18. 鶏卵・牛乳アレルギー寛解児の食物嗜好について
星 みゆき、安田泰明、服部共樹、古屋かな恵、亀田桂子、鈴木尚史、今給黎 亮、小堀大河、桑原 優、長尾
みづほ、藤澤隆夫
国立病院機構三重病院アレルギーセンター

（15:19～15：34

休憩）

15：34～17：04
午後の特別プログラム
「食物アレルギーの感作成立、発症予防、治療における課題」
座 長：海老澤元宏
国立病院機構相模原病院臨床研究センター
大嶋勇成
福井大学医学部病態制御医学講座小児科学研究室
1. 乳児期早期のアレルゲン感作機序に関して
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研究部

2. 日本小児アレルギー学会からの鶏卵アレルギー発症予防に関する提言について
大矢

幸弘

国立成育医療研究センター生体防御系内科部アレルギー科

3. 食物アレルギーの経口免疫療法の課題
井上 祐三朗
東千葉メディカルセンター小児科
追加発言

食物アレルギー患者における重篤なアレルギー症状の調査
海老澤 元宏
国立病院機構相模原病院臨床研究センター

17：04～17：09

閉会の辞

