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第1日目　11月2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

2F 3F

第1会場 第2会場 第5会場第4会場第3会場
コンベンションホールA 国際会議室 301 304201

会長企画
ミニシンポジウム 1

PP1-1～6
治療

座長：深尾敏幸　
　　  冨板美奈子

10：35～12：05 ▶P.537 一般口演　O-1～4
食物アレルギー 1

座長：赤司賢一　釣永雄希

10：35～11：15 ▶P.547

一般口演　O-5～9
食物アレルギー 2

座長：西田光宏
　　 安戸裕貴

11：15～12：05 ▶P.549

一般口演　O-10～12
気管支喘息 1

座長：山口公一

10：35～11：05 ▶P.551

一般口演　O-13～16
気管支喘息 2

座長：吉田之範　坂本龍雄

11：05～11：45 ▶P.553

シンポジウム 1
アレルゲン分子の理解に

基づく食物アレルギー診療
座長：宇理須厚雄
　　 海老澤元宏

9：00～10：30 ▶P.453 プロコンディベート 1
環境調整は気道アレルギーの

予防・治療に有用か？
座長：是松聖悟

9：00～9：40 ▶P.485

イブニングシンポジウム 1
アトピー性皮膚炎に

おける外用療法
座長：池田政憲
　　 荒川浩一

17：15～18：45 ▶P.513

イブニングシンポジウム 2
舌下免疫療法

座長：西間三馨

17：15～18：45 ▶P.516 イブニングシンポジウム 3
ナッツ・ピーナッツ

アレルギー診断
座長：亀田　誠

17：15～18：45 ▶P.518
イブニングシンポジウム 4
微生物とアレルギー疾患

座長：髙橋　豊
　　 望月博之

17：15～18：45 ▶P.520

8：50～8：55　開会の辞

教育講演 1
新型タバコのリスク

～喫煙とアレルギー，さらにその先へ～
座長：西牟田敏之　演者：田淵貴大

9：45～10：30 ▶P.447

招請講演 1
Innate immune system, environment

and asthma in early childhood
座長：森川昭廣　演者：Erika von Mutius

10：35～11：20▶P.441

日↔英 日↔英

日↔英

日↔英
招請講演 2

Systems Approaches to Asthma and Allergy
座長：近藤直実　演者：Supinda Bunyavanich

11：25～12：10▶P.442

会長講演
根っこから考える子どものアレルギー

座長：河野陽一　演者：下条直樹

15：25～15：55 ▶P.437

サテライト会場
15：25～15：55

教育セミナー 1
地域で支えるアナフィラキシー対応
～院内外の連携をどうしていますか？～

座長：海老澤元宏
演者：岡藤郁夫　

12：20～13：10 ▶P.497
教育セミナー 2

小児アトピー性皮膚炎の
重症例への対応

座長：楠　　隆　演者：二村昌樹

12：20～13：10 ▶P.498
教育セミナー 3

難治性小児アレルギー疾患に対する
地域医療連携と抗体製剤ゾレアⓇ

座長：吉原重美　演者：近藤康人

12：20～13：10 ▶P.499
教育セミナー 4

眼科医が解説！患者調査から見えてきた
抗アレルギー点眼薬の望ましい使い方と最新知見
座長：藤島　浩　　　　　
演者：庄司　純　藤島　浩

堀　裕一　　　

12：20～13：10 ▶P.500
教育セミナー 5
乳幼児の喘鳴

フェノタイプを考える
座長：井上壽茂　演者：長尾みづほ

12：20～13：10 ▶P.503

代議員総会
13：20～15：20

サテライト会場
9：00～10：30

サテライト会場
9：00～10：30

日本小児臨床アレルギー
学会スキルアップ

セミナー
座長：小田嶋博
　　 杉浦太一

13：20～15：20 ▶P.495
アレルギー診療のための

基礎医学セミナー
座長：中島裕史
演者：後藤義幸
　　 高橋弘喜

13：20～15：20 ▶P.483

市民公開講座
（千葉大学医学部附属病院

アレルギーセンター共催）
子どものアレルギー診療の最前線：

エビデンスを元にした医療で
早くよくなりましょう
座長：岡本美孝
　　 松江弘之

13：50～15：20 ▶P.383

シンポジウム 2
マイクロバイオームと

アレルギー
　　 座長：下条直樹　　　  

　　 長谷川俊史

9：00～11：00 ▶P.456

日↔英
教育講演 2

Tips and tricks to be aware for a successful manuscript submission
座長：徳山研一　演者：Philippe Eigenmann

11：05～11：35▶P.448

日↔英
日韓交換講演

Anaphylaxis in Korea
座長：濵﨑雄平　演者：Gwang-Cheon Jang

11：40～12：10▶P.451

19：10～21：00　懇親会
ホテルニューオータニ幕張2F『鶴の間』
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3F

第1日目　11月2日（土）

日程表

第6会場 第7会場 第9会場第8会場 ハンズオン
会場

ポスター会場
企業展示

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

302 303 104103 105 コンベンションホールB
1F 2F

ハンズオン
セミナー
呼吸NO・
スパイロ

14：00～15：30▶P.372

教育セミナー 6
腸内フローラとアレルギー

座長：長谷川俊史
演者：伊藤浩明　

12：20～13：10 ▶P.504

ニューロペプタイド
研究会

17：15～18：45 ▶P.653

9：00～10：24 ▶P.523

一般口演　O-17～21
食物経口負荷試験 1

座長：神谷太郎
　　 中島陽一

10：35～11：25 ▶P.555

一般口演　O-22～24
食物経口負荷試験 2

座長：吉田　晃

11：25～11：55 ▶P.557

一般口演　O-25～28
アレルギーと学校 1

座長：大谷智子　小島博之

10：35～11：15 ▶P.559

一般口演　O-29～32
アレルギーと学校 2

座長：亀崎佐織　佐藤好範

11：15～11：55 ▶P.561

一般口演　O-33～36
喫煙

座長：藤井洋輔　寺田明彦

10：35～11：15 ▶P.563

一般口演　O-37～40
患者教育

座長：山出晶子　緒方美佳

11：15～11：55 ▶P.565

ポスター貼付
8：30～11：00

ポスター発表
16：05～17：05

ポスター撤去
18：00～19：00

ポスター閲覧
17：05～18：00

ポスター閲覧
11：00～16：05

International Pediatric Allergy
Symposia（I-PAS）　I-PAS1-1～7
Epidemiology and Prediction
座長：Yeong-Ho Rha
　　  Hideaki Morita

10：24～11：48 ▶P.526
International Pediatric Allergy
Symposia（I-PAS）　I-PAS2-1～7

Food allergy
座長：Gary WK Wong   
　　   Kenji Matsumoto

企業展示
9：00～18：00

ポスター　P-35～40
食物経口負荷試験

座長：谷内昇一郎　浅井康一

ポスター　P-41～46
消化管アレルギー

座長：森田慶紀　馬場洋介

ポスター　P-1～4
食物アレルギー 1

座長：石川良子　平口雪子

▶P.607

ポスター　P-25～29
アレルゲン免疫療法 1

座長：松山　剛　濱田匡章

ポスター　P-9～12
気管支喘息 1

座長：有馬孝恭　福田啓伸

ポスター　P-13～16
気管支喘息 2

座長：錦戸知喜　土生川千珠

ポスター　P-5～8
食物アレルギー 2

座長：田知本寛　井上徳浩

ポスター　P-30～34
患者調査

座長：松本　勉　石黒奈緒

ポスター　P-17～20
食物アレルギー調査 1

座長：伊藤靖典　杉原雄三

16：05～16：33
ポスター　P-21～24

薬物アレルギー　その他
座長：川本典生　片村憲司

▶P.61716：35～17：03

▶P.61116：05～16：33 ▶P.62116：05～16：40

▶P.60916：35～17：03 ▶P.61916：05～16：40

▶P.61316：35～17：03 ▶P.62416：05～16：47

▶P.62716：05～16：47▶P.61516：05～16：33
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第2日目　11月3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

2F 3F

第1会場 第2会場 第5会場第4会場第3会場
コンベンションホールA 国際会議室 301 304201

会長企画
ミニシンポジウム 2

PP2-1～6
診断

座長：近藤康人　
　　  井上祐三朗

10：10～11：40 ▶P.540

会長企画
ミニシンポジウム 3

PP3-1～5
病態・バイオマーカー

座長：星岡　明
　　  大嶋勇成

14：05～15：20 ▶P.543

一般口演　O-41～44
アレルゲン特異的免疫療法
座長：髙岡有理　板澤寿子

10：10～10：50 ▶P.567

一般口演　O-45～50
食物アレルギー 3

座長：吉田幸一
　　 住本真一

10：50～11：50 ▶P.569

一般口演　O-51～54
気管支喘息 3

座長：椿　俊和　懸　裕篤

10：10～10：50 ▶P.572

一般口演　O-90～93
気管支喘息　生物学的製剤
座長：白川清吾　松野正知

14：05～14：45 ▶P.591

一般口演　O-94～97
その他

座長：小林一郎　加藤いづみ

14：45～15：25 ▶P.593

一般口演　O-55～60
アナフィラキシー

座長：相原雄幸
　　 北林　耐

10：50～11：50 ▶P.574

シンポジウム 3
小児の気管支喘息の

予後の向上を目指して
座長：足立雄一
　　 松井猛彦

8：30～10：00 ▶P.460 日本小児アレルギー学会
社会保険委員会企画シンポジウム

小児アレルギー診療のさらなる
発展のために

～令和 2 年診療報酬改定の視点から～
座長：今井孝成
　　 南部光彦

8：30～10：00 ▶P.475
プロコンディベート 2

プロ・プレバイオティクスによる
アレルギー予防は可能か？

座長：栗原和幸

8：30～9：10 ▶P.487

シンポジウム 5
食物アレルギーの診療

連携体制の構築
座長：今井孝成
　　 森川みき

15：00～17：00 ▶P.466

シンポジウム 7
小児アレルギー疾患に

おける移行医療
座長：西小森隆太
　　 三浦克志　

15：30～17：00 ▶P.471

教育講演 3
細胞社会の秩序とアレルギー：

オミックス計測からのアプローチ
座長：松本健治　演者：小原　收

9：15～10：00 ▶P.449

Year in review
小児アレルギーのトピックス
座長：松原知代　　　　   
演者：福家辰樹　佐藤さくら

岡藤郁夫　　　

10：05～11：05 ▶P.479

日↔英

特別講演
アレルギー診療の過去・現在・未来
座長：眞弓光文　演者：西間三馨

11：10～11：50 ▶P.439

教育セミナー 7
小児気管支喘息における

Type 2 炎症のマネジメント
座長：足立雄一　演者：長尾みづほ

12：00～12：50 ▶P.505
教育セミナー 8

小児アトピー性皮膚炎の基礎と臨床
座長：池田政憲　　　　　
演者：小林哲郎　福家辰樹

12：00～12：50 ▶P.506
教育セミナー 9

ダニアレルゲン舌下免疫療法
座長：大嶋勇成　　　　　
演者：田中裕也　笹本明義

12：00～12：50 ▶P.508
教育セミナー 10

小児重症喘息に対する
抗 IL-5 抗体による治療戦略

座長：藤澤隆夫　演者：吉田之範

12：00～12：50 ▶P.510
教育セミナー 11

合同ガイドラインによる
小児アトピー性皮膚炎の薬物療法
座長：是松聖悟　演者：大矢幸弘

12：00～12：50 ▶P.511

教育講演 4
統計学から見た臨床研究論文の読み方
座長：勝沼俊雄　演者：大橋靖雄

14：10～14：50 ▶P.450 エデュケーター企画
小児アレルギー均てん化への道

～それぞれの立場で果たす役割～
座長：飯野　晃
　　  河崎育子

13：50～15：20 ▶P.491

シンポジウム 4
栄養から考える
アレルギー予防
座長：大矢幸弘
　　 楠　　隆

8：30～10：00 ▶P.463

日↔英14：50～17：00▶P.470

日↔英
招請講演 3

Prevention of Food Allergy
座長：斎藤博久　　
演者：Michael Perkin

10：10～10：55▶P.443

日↔英
招請講演 5

A Dietitians role in clinical and research
opportunities to make an impact for the

prevention and treatment of allergies
座長：伊藤節子　演者：Debra J. Palmer

14：00～14：45▶P.445

日↔英
招請講演 4

The ABCs of Rhinoviruses and Asthma
座長：末廣　豊　　
演者：James E. Gern

11：05～11：50▶P.444

17：00～17：15
授賞式・閉会の辞

シンポジウム 6
（エコチル調査国際シンポジウム）

アレルギー発症に関わる環境・遺伝因子：
エコチル調査等の世界的コホート研究から
Environmental and genetic factors related

to the onset of allergic symptoms:
from the results of children’s cohort studies

worldwide including JECS
（Japan Environment and Children’s Study）

座長：Erika von Mutius
　Chisato Mori

共催：環境省　　　　  
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3F

第2日目　11月3日（日）

日程表

第6会場 第7会場 第9会場第8会場 ハンズオン
会場

ポスター会場
企業展示

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

302 303 104103 105 コンベンションホールB
1F 2F

ハンズオン
セミナー
プリック
テスト・
舌下免疫

療法

14：00～15：30▶P.372

ハンズオン
セミナー

スキンケア

9：00～10：30▶P.372
サテライト会場

8：30～10：00
サテライト会場

8：30～10：00

サテライト会場
15：30～17：00

International Pediatric Allergy
Symposia（I-PAS）　I-PAS3-1～7

Atopic dermatitis
座長：Soo-Jong Hong

　Hiroki Murai

8：50～10：14 ▶P.530

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

Allergic rhinitis
座長：Jiu-Yao Wang  　
　　  Takumi Takizawa

10：14～11：26 ▶P.533一般口演　O-61～65
食物経口負荷試験 3

座長：柳田紀之
　　 大石　拓

10：10～11：00 ▶P.577
一般口演　O-80～84
消化管アレルギー 1

座長：野村伊知郎
　　 佐藤一樹　

10：10～11：00 ▶P.586

一般口演　O-85～89
消化管アレルギー 2

座長：木村光明
　　 山田佳之

11：00～11：50 ▶P.589

一般口演　O-112～117
アレルギー疾患の疫学

座長：鈴木修一
　　 成田雅美

14：10～15：10 ▶P.602

一般口演　O-66～69
食物経口負荷試験 4

座長：本村知華子　清益功浩

11：00～11：40 ▶P.579

一般口演　O-98～101
食物アレルギー　検査
座長：杉本真弓　金子英雄

14：10～14：50 ▶P.595

一般口演　O-76～79
食物アレルギー 連携 2
座長：平場一美　立元千帆

11：10～11：50 ▶P.584

ポスター貼付
8：30～11：00

ポスター発表
13：00～14：00

ポスター撤去
15：30～16：30

ポスター閲覧
14：00～15：30

ポスター閲覧
11：00～13：00

教育セミナー 12
小児喘息治療を最適化

するための評価
座長：三浦克志　演者：手塚純一郎

12：00～12：50 ▶P.512

一般口演　O-102～104
アトピー性皮膚炎

座長：市川陽子

14：50～15：20 ▶P.597

一般口演　O-70～72
PFAS

座長：市丸智浩

10：10～10：40 ▶P.581

一般口演　O-73～75
食物アレルギー 連携 1

座長：池部敏市

10：40～11：10 ▶P.583

一般口演　O-108～111
舌下免疫療法 2

座長：高増哲也　鶴田　靖

14：40～15：20 ▶P.600

一般口演　O-105～107
舌下免疫療法 1
座長：亀田　誠

14：10～14：40 ▶P.599

企業展示
9：00～15：00

I-PAS交流会
The art of clinical research

‒ What causes asthma?
Gary WK Wong

12：00～13：30

ポスター　P-81～85
食物アレルギー　検査と治療

座長：村井宏生　三浦太郎

ポスター　P-86～90
教育・指導

座長：西庄佐恵　只木弘美

ポスター　P-47～50
アレルゲン免疫療法 2

座長：増田　敬　辻　徹郎

▶P.630

ポスター　P-70～75
食物アレルギー 3

座長：渡邊美砂　根津櫻子

ポスター　P-54～57
アトピー性皮膚炎 1

座長：橋本光司　在津正文

ポスター　P-58～61
アトピー性皮膚炎 2

座長：高橋義博　北沢　博

ポスター　P-51～53
PFAS　FDEIAn
座長：林　大輔

ポスター　P-76～80
食物アレルギー調査 2

座長：中野泰至　竹村　豊

ポスター　P-62～65
患者教育 1

座長：井上壽茂　遠藤健司

13：00～13：28
ポスター　P-66～69

患者教育 2
座長：南部光彦　森澤　豊

▶P.63913：30～13：58

▶P.63313：00～13：28 ▶P.64413：00～13：35

▶P.63213：30～13：51 ▶P.64113：00～13：42

▶P.63513：30～13：58 ▶P.64713：00～13：35

▶P.64913：00～13：35▶P.63713：00～13：28

基礎研究支援セミナー
（BReSS）に向けて

座長：松本健治　演者：森田英明

7：30～8：20 ▶P.489


