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第1日目　11月18日（土）

日程表

第1会場 第2会場 第3会場
大和（西・南） 大和（東） 日光

3F

：同時通訳プログラム

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

日↔英

特別企画 1
アレルギー疾患対策基本法で，

小児アレルギー医療はどうかわるか
座長：西間三馨
　　 斎藤博久

9：00～10：30 ▶P.459

シンポジウム 1
小児アレルギー疾患と虐待

座長：岡田邦之　
　　 本村知華子

9：00～11：00 ▶P.471

招待講演 1
The Future of the Treatment of Asthma

座長：眞弓光文　　 
演者：Antonio Nieto

9：00～9：50

招待講演 2
Airway Inflammation and

the Importance of Airway Epithelial Cells
座長：吉原重美　演者：Jay A.Nadel

9：55～10：45

招待講演 3
Epicutaneous Immunotherapy for Food Allergies

座長：宇理須厚雄　　   
演者：Hugh A.Sampson

10：50～11：40

招待講演 4
Management of Virus-Induced Asthma

座長：森川昭廣　　　  
演者：Daniel J. Jackson

14：10～15：00 ▶P.444

特別企画 2
小児アレルギー：

思春期の問題点とその解決策
基調講演座長：徳山研一
　　講演座長：吉原重美

15：30～17：00 ▶P.463

教育講演 1
2 型自然リンパ球による IL－4 産生メカニズム

座長：松原知代　演者：茂呂和世

10：35～11：05 ▶P.449

教育講演 2
重症喘息における治療戦略

～生物学的製剤の展望を踏まえて～
座長：東田有智　演者：相良博典

11：10～11：40 ▶P.450 11：10～11：40 ▶P.451

教育セミナー 1
明日からの診療に役立つ  アトピー性皮膚炎の臨床

座長：藤澤隆夫　　　　　
演者：二村昌樹　小林茂俊

11：50～12：40 ▶P.507
教育セミナー 2

Viruses and the Inception &
Exacerbation of Asthma in Children

座長：尾内一信　　　  
演者：Daniel J. Jackson

11：50～12：40
教育セミナー 3

喘息患児の治療実態と ICS の必要性
座長：望月博之
演者：池田政憲

11：50～12：40 ▶P.510

特別講演
絵本と自然とこども

座長：西牟田敏之　演者：いわむらかずお

13：00～13：50 ▶P.447 日韓交換講演
The role of pediatric allergists in

management of childhood atopic dermatitis
座長：福田啓伸　演者：Hye Yung Yum

13：00～13：50 ▶P.445

一般口演　O-1～O-5
食物経口負荷試験 1

座長：神谷太郎

14：05～14：55 ▶P.553

一般口演　O-6～O-9
食物経口負荷試験 2

座長：渡邊美砂

15：40～16：20 ▶P.555

一般口演　O-10～O-12
食物経口負荷試験 3

座長：柳田紀之

16：20～16：50 ▶P.557

一般口演　O-13～O-15
食物経口負荷試験 4

座長：赤司賢一

16：50～17：20 ▶P.559

イブニングシンポジウム 1
食物アレルギーの日常診療と今後の展望

～コンポーネントを組み合わせた
活用法と最新情報～

座長：近藤康人

17：30～19：00 ▶P.523

評議員会
13：00～14：00

8：55～9：00　開会の辞

教育講演 4
マイクロバイオータとアレルギー

座長：永田　智　演者：長谷耕二

14：10～14：40 ▶P.452

会長講演
私の学んだ小児アレルギー疾患～診療・研究・教育～

座長：有阪　治　演者：吉原重美

15：00～15：30 ▶P.439

19：10～21：00　懇親会

教育講演 3
小児のアトピー性皮膚炎

病態メカニズムとそれに則した治療法を考える
座長：三浦克志　演者：井川　健

International Pediatric Allergy Symposia（I-PAS）
I-PAS1-1～5 Food Allergy 1

座長：Chang-Keun Kim
　   Takao Fujisawa

15：05～15：55 ▶P.537

International Pediatric Allergy Symposia（I-PAS）
I-PAS2-1～6 Asthma 1

座長：Jiu-Yao Wang　
　　　Takumi Takizawa

15：55～16：55 ▶P.539

International Pediatric Allergy Symposia（I-PAS）
I-PAS3-1～4 Other allergy & Immunology

座長：Asghar Aghamohammadi
Kenji Matsumoto　  

16：55～17：35 ▶P.542

日↔英

▶P.509 日↔英

▶P.443 日↔英

▶P.442 日↔英

▶P.441 日↔英

日↔英
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2F
ハイドパーク、2F・3Fロビー

第1日目　11月18日（土）

日程表

第4会場 第5会場 第6会場 ポスター会場 展示会場

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

平安 福寿 羽衣 孔雀

企業展示
9：00～18：00ポスター貼付

9：00～11：00

ポスター発表
16：40～17：12

ポスター撤去
17：12～19：00

ポスター閲覧
11：00～16：40

シンポジウム 2
アトピー性皮膚炎・

食物アレルギーの発症予防
座長：下条直樹
　　 大矢幸弘

9：00～11：00 ▶P475

教育セミナー 4
保育所におけるアレルギー疾患罹患

状況と保育所におけるアレルギー対策
座長：伊藤節子
演者：鎭目健太

11：50～12：40 ▶P.511

一般口演　O-16～O-19
アレルギー疾患の予防と疫学

座長：井上祐三朗

11：00～11：40 ▶P.560

教育セミナー 5
アトピー性皮膚炎と食物感作・アレルギー

座長：大嶋勇成
演者：今井孝成

11：50～12：40 ▶P.512

一般口演　O-39～O-43
消化管アレルギー 3

座長：木村光明

10：20～11：10 ▶P.572

一般口演　O-35～O-38
消化管アレルギー 2

座長：高増哲也

9：40～10：20 ▶P.570

一般口演　O-31～O-34
消化管アレルギー 1

座長：野村伊知郎

9：00～9：40 ▶P.568

一般口演　O-20～O-23
抗原特異的免疫療法

座長：深尾敏幸

14：10～14：50 ▶P.562

一般口演　O-24～O-27
気管支喘息：検査 1

座長：佐藤一樹

15：40～16：20 ▶P.564

一般口演　O-28～O-30
気管支喘息：検査 2

座長：只木弘美

16：20～16：50  ▶P.566

一般口演　O-52～O-56
食物アレルギー 1

座長：石川良子

15：40～16：30 ▶P.578

一般口演　O-47～O-51
アトピー性皮膚炎

座長：成田雅美

14：05～14：55 ▶P.576

イブニングシンポジウム 2
小児に対する

アレルゲン免疫療法の期待
座長：山口公一

17：30～19：00  ▶P.527
シンポジウム 3

長引く咳の治療戦略
座長：玉置　淳
　　 井上壽茂

17：30～19：00 ▶P.479

ニューロペプタイド研究会
17：30～19：00 ▶P.655

一般口演　O-57～O-61
食物アレルギー 2

座長：北林　耐

16：30～17：20 ▶P.581

一般口演　O-83～O-87
花粉関連  食物アレルギー症候群

座長：縣　裕篤

15：40～16：30 ▶P.594

一般口演　O-78～O-82
環境整備と患者教育 2

座長：坂本龍雄

14：05～14：55 ▶P.591

一般口演　O-88～O-91
気管支喘息：症例

座長：住本真一

16：30～17：10 ▶P.596

一般口演　O-44～O-46
環境整備と患者教育 1

座長：橋本光司

11：10～11：40 ▶P.574

教育セミナー 6
小児喘息とβ2 刺激薬貼付薬

座長：髙橋　豊
演者：勝沼俊雄

11：50～12：40 ▶P.513

一般口演　O-70～O-73
アナフィラキシー 3

座長：立元千帆

10：20～11：00 ▶P.587

一般口演　O-74～O-77
園における食物アレルギー

座長：亀崎佐織

11：00～11：40 ▶P.589

一般口演　O-66～O-69
アナフィラキシー 2

座長：田知本寛

9：40～10：20 ▶P.585

一般口演　O-62～O-65
アナフィラキシー 1

座長：金子英雄

9：00～9：40 ▶P.583

ポスター 　P-1～3 
気管支喘息 1

座長：土生川千珠

ポスター 　P-8～10    
食物アレルギー：病態・検査 1

座長：平口雪子
ポスター　P-11～13      

食物アレルギー：病態・検査 2
座長：中村利美

ポスター 　P-4～7 
気管支喘息 2

座長：松野正知

ポスター　P-14～17   
実態調査 1

座長：池部敏市
ポスター　P-18～21   

実態調査 2
座長：池田久剛

ポスター　P-22～25   
アナフィラキシー 1

座長：相原雄幸
ポスター　P-26～29   

アナフィラキシー 2
座長：森川みき

ポスター　P-30～33   
消化管アレルギー

座長：熊谷秀規
ポスター　P-34～37   

稀な症例
座長：西小森隆太

▶P.619

▶P.622

▶P.624

▶P.620

▶P.625

▶P.627

▶P.629

▶P.631

▶P.633

▶P.635

▶P.377
14：10～15：30／15：50～17：10　「プリックテスト・舌下免疫療法」4F　おしどり

　「スパイロメトリー・呼気中NO」4F　しらさぎ
14：10～15：20／15：40～16：50　「スキンケア」4 F　うぐいす

●ハンズオンセミナー●
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第2日目　11月19日（日）

日程表

第1会場 第2会場 第3会場
大和（西・南） 大和（東） 日光

3F

：同時通訳プログラム

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

日↔英

シンポジウム 4
食物アレルギー診療の最前線

座長：海老澤元宏
　　 伊藤浩明　

9：00～11：00 ▶P.483
シンポジウム 5

小児への皮下および舌下免疫療法の
現状と今後の展望 

座長：藤澤隆夫
　　 下条直樹

9：00～10：30 ▶P.488

プロコンディベート
1. アレルギーの発症阻止と食餌療法

食べるべきか，避けるべきか
座長：末廣　豊

2. 軽・中等症持続型喘息に配合剤は必要か
座長：池田政憲

3. 食物アレルギーへの免疫療法は？
経口免疫療法か，経皮免疫療法か

座長：伊藤浩明

14：10～16：10 ▶P.465

教育講演 6
小児気管支喘息の発症と予防

座長：近藤直実　演者：松本健治

11：10～11：40 ▶P.454

教育セミナー 7
アトピー性皮膚炎の新しい展開

座長：末廣　豊　　　　　
演者：下条直樹　高橋英俊

11：50～12：40 ▶P.514

教育講演 7
The role of probiotics in childhood allergic diseases

座長：板澤寿子　演者：Jiu-Yao Wang

11：10～11：40

教育講演 5
論文査読の心得と執筆

座長：河野陽一　演者：大嶋勇成

10：35～11：05 ▶P.453

教育セミナー 8
The role of IgE in allergic asthma,

and the consequences of its blockage
座長：斎藤博久　演者：Antonio Nieto

11：50～12：40

総会
12：50～14：00

16：15～16：20　閉会の辞

市民公開講座
小児アレルギー疾患の
正しい知識を知ろう！

座長：菅野訓子
　　 菊池　豊

14：00～16：00

教育講演 8
重症喘息に対する気管支サーモプラスティの基礎から臨床と今後の可能性

座長：松井猛彦　演者：石井芳樹

11：10～11：40 ▶P.456

教育セミナー 9
アレルゲン舌下免疫療法

座長：是松聖悟
演者：南部光彦

11：50～12：40 ▶P.517

シンポジウム 7
JPGL 2017 改訂版　キーエッセンス

座長：荒川浩一
　　 足立雄一

14：10～16：10 ▶P.496

シンポジウム 6
アレルギー疾患の移行期医療  

座長：小田嶋博
　　 増田　敬

9：00～11：00 ▶P.492

【Meet the Professor（MTP）】
1. Hugh A.Sampson“Food Allergy Future Direciton”

2. Gary WK Wong“The Art of Writing Good Research Papers for Top Medical Journals”

7：30～8：30

▶P.516 日↔英

▶P.455 日↔英

会場：4F おしどり／しらさぎ ▶P.378
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ポスター会場
孔雀

2F
ハイドパーク、2F・3Fロビー

第2日目　11月19日（日）

日程表

第4会場 第5会場 第6会場 展示会場

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

平安 福寿 羽衣

企業展示
9：00～15：00

ポスター貼付
9：00～11：00

ポスター閲覧
11：00～14：10

ポスター発表
14：10～14：50

ポスター撤去
14：50～16：10

一般口演　O-92～O-96
気管支喘息：治療

座長：白川清吾

9：00～9：50 ▶P.598

一般口演　O-97～O-101
経口免疫療法 1
座長：高岡有理

9：50～10：40 ▶P.601

一般口演　O-110～O-113
アレルギーと社会

座長：松本　勉

10：20～11：00 ▶P.607

一般口演　O-106～O-109
アレルギーと学校

座長：平場一美

9：40～10：20 ▶P.605

一般口演　O-102～O-105
薬物アレルギー
座長：川本典生

9：00～9：40 ▶P.603
International Pediatric Allergy Symposia
（I-PAS） I-PAS4-1～5 Atopic Dermatitis

座長：Le Thi Minh Huong　
　　  Shigetoshi Kobayashi

9：00～9：50 ▶P.544

International Pediatric Allergy Symposia
（I-PAS） I-PAS5-1～5 Food Allergy 2

座長：Yeong-Ho Rha　 
　　  Norimasa Fukuda

9：50～10：40 ▶P.547

International Pediatric Allergy Symposia
（I-PAS） I-PAS6-1～6 Asthma 2 &

Immunodeficiency
座長：Gary Wong　  
　　  Masahiko Kato

10：40～11：40 ▶P.549

一般口演　O-114～O-116
食物アレルギー 3

座長：岡藤郁夫

15：00～15：30 ▶P.609

エデュケーター企画
これからのPAEの新たな展開

座長：益子育代
　　 玉村尚子

12：50～14：50 ▶P.529

シンポジウム 8
乳幼児のウイルス感染と

気管支喘息
座長：岡田賢司
　　 望月博之

14：10～16：10 ▶P.502

一般口演　O-120～O-124
経口免疫療法 2
座長：星岡　明

14：10～15：00 ▶P.612

一般口演　O-125～O-129
経口免疫療法 3

座長：谷内昇一郎

15：00～15：50 ▶P.615

日本アレルギー学会共催講演
11：10～11：40 ▶P.457

教育セミナー 12
小児期喘息から成人喘息への移行

座長：足立雄一　　　　　
演者：亀田　誠　黨　康夫

11：50～12：40 ▶P.52111：50～12：40 ▶P.518
教育セミナー 10

小児気管支喘息治療・管理ガイド
ライン 2017～薬物療法のポイント～

座長：荒川浩一　　　　　　
演者：手塚純一郎　伊藤靖典

教育セミナー 11
喘息診療における呼気 NO の解釈

あなた誤解していませんか？
座長：三浦克志　演者：西田光宏

11：50～12：40 ▶P.520

一般口演　O-117～O-119
食物アレルギー 4

座長：緒方美佳

15：30～16：00 ▶P.611

わが国におけるアナフィラキシー
症例の実態（JSA レジストリー）

座長：浜崎雄平　
演者：海老澤元宏

ポスター　P-70～72　 
アトピー性皮膚炎 2

座長：土屋喬義

▶P.653

ポスター　P-38～41 　
抗原特異的免疫療法

座長：村松礼子

▶P.637

ポスター　P-62～65 　
食物経口負荷試験 2

座長：七条孝三郎

▶P.649

ポスター　P-46～50 　
実態調査 4

座長：寺田明彦

▶P.641

ポスター　P-51～53　 
食物アレルギー：診断 1

座長：杉本真弓

▶P.644

ポスター　P-42～45　 
実態調査 3

座長：大谷智子

▶P.639

ポスター　P-66～69 　
アトピー性皮膚炎 1

座長：前田昇三

▶P.651

ポスター　P-57～61　 
食物経口負荷試験 1

座長：楠目和代

▶P.647

ポスター　P-54～56　 
食物アレルギー：診断 2

座長：大塚宜一

▶P.645

▶P.378
9：00～10：10／10：30～11：40　「スキンケア」4 F　うぐいす

●ハンズオンセミナー●


