
 

 

日本アレルギー学会北海道支部主催 

 

 

第 1回 北海道支部地方会 
 

 

 

日 時：2019年 6月 23日（日） 午前 10時～ 

会 場：札幌市教育文化会館（4階 講堂） 

札幌市中央区北 1条西 13丁目 

 



第１回日本アレルギー学会北海道支部地方会 プログラム 

 

一般演題 16題/120分＝1 題あたり 7分（発表 5分・討論 2分） 

 

一般演題 A（10：00～10：23） 座長 北海道大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室 鈴木 正宣 

 

1. 2019 年度のシラカバ花粉飛散数予測と、実際の飛散数（10:00-10:07） 

にしざわ耳鼻咽喉科クリニック 

西澤 伸志 

 

2. 多発血管炎性肉芽腫症における喉頭病変の検討（10:08-10:15） 

旭川医科大学頭頸部癌先端的診断・治療学講座 1、旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頚部外科学講座 2 

熊井 琢美 1,2、佐藤 遼介 2、長門 利純 2、岸部 幹 2、原渕 保明 2 

 

3. 当科におけるアレルギー性鼻炎症例の検討（10:16-10:23） 

旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 

佐藤 遼介、熊井 琢美 

 

一般演題 B（10：24～10：47） 座長 札幌医科大学耳鼻科 才川 悦子 

 

4. シラカバ花粉飛散時期と非飛散時期におけるアレルゲンコンポーネントの季節変動（10:24-10:31） 

NPO 法人札幌せき・ぜんそく・アレルギーセンター 

医大前南 4条内科 

田中 裕士、加藤 冠、竹谷 功 

 

5. ダニ舌下免疫療法中のアレルギー性鼻炎合併喘息患者における濾胞ヘルパーT細胞を中心とした検討 

 （10:32-10:39） 

札幌医科大学フロンティア研究所免疫制御学部門 1、札幌医科大学耳鼻咽喉科学講座 2、札幌医科大学呼

吸器・アレルギー学講座 3、愛内科クリニック 4 

重原 克則 1,4、亀倉 隆太 1,2、矢部 隼人 1,3、高木 宏美 1、宇野 英二 4、一宮 慎吾 1 

 

6. CX3CR1 陽性 Tph 細胞は IgG4 関連疾患の病態形成に関与する（10:40-10:47） 

札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所免疫制御医学部門 1、札幌医科大学呼吸器・アレルギー

内科学講座 2、札幌医科大学耳鼻咽喉科学講座 3 

矢部 勇人 1、亀倉 隆太 1,3、高木 宏美 1、高橋 弘毅 2、一宮 慎吾 1 

 

 

 



一般演題 C（10：48～11：11） 座長 札幌医科大学皮膚科 菅 裕司 

 

7. 小児アトピー性皮膚炎における Squamous cell carcinoma antigen(SCCA)の有用性に関する検討 

（10:48-10:55） 

KKR 札幌医療センター小児科 

下村 真毅、松澤 まき、大島 由季代、大倉 有加、縄手 満、吉岡 幹朗、高橋 豊、小林 一郎 

 

8. 成分パッチテストにより原因が判明した接触皮膚炎の 2例（10:56-11:03） 

札幌医科大学皮膚科学講座 

神谷 詩織、澄川 靖之、宇原 久 

 

9. Contrasting associations of maternal smoking and pre-pregnancy BMI with wheeze and eczema in 

children（11:04-11:11） 

北海道大学呼吸器内科学教室 1、北海道大学環境健康科学研究教育センター2 

Goudarzi Houman1、荒木 敦子 2、伊藤 佐智子 2、アイツバマイ ゆふ 2、宮下 ちひろ 2、 

木村 孔一 1、今野 哲 1、岸 玲子 2 

 

一般演題 D（11：12～11：43） 座長 札幌医科大学呼吸器・アレルギー内科 宮島 さつき 

 

10. 平成 29年度における当院の喘息患者の治療の現状調査（11:12-11:19） 

旭川医科大学病院呼吸器センター 

南 幸範、天満 紀之、梅影 泰寛、風林 佳大、平井 理子、堂下 和志、奥村 俊介、佐々木 高

明、山本 泰司、長内 忍、大崎 能伸 

 

11. Primary ciliary dyskinesia を合併した難治性喘息の一例（11:20-11:27） 

旭川医科大学病院呼吸器センター 

天満 紀之、梅影 泰寛、風林 佳大、平井 理子、南 幸範、堂下 和志、奥村 俊介、佐々木 高

明、山本 泰司、長内 忍、大崎 能伸 

 

12. ベンラリズマブ投与開始後より喘息症状が改善した気管支肺アスペルギルス症の一例（11:28-11:35） 

国立病院機構旭川医療センター呼吸器内科 

仙波 佳祐、黒田 光、藤田 結花、森 千惠、中村 慧一、鈴木 北斗、高橋 政明、山崎 泰宏、

辻 忠克、藤兼 俊明 

 

13. 妊娠中にアレルギー症状をコントロールした 1例（11:36-11:43） 

札幌徳洲会病院アレルギー科 

続木 康伸 

 

 



一般演題 E（11：44～12：15）  座長 北海道大学呼吸器内科 木村 孔一 

 

14. 治療に難渋している化学物質過敏症の 1例（11:44-11:51） 

帯広厚生病院第一内科 1、国立病院機構相模原病院臨床研究センター2 

髙村 圭 1、石田 有莉子 1、佐藤 祐麻 1、篠崎 鮎香 1、山本 岳 1、菊池 創 1、山本 真 1、福富 友

馬 2 

 

15. 微量のゆで卵白食物負荷試験で有症状であった重症卵白アレルギー患者に対する緩徐経口免疫療法

の初回摂食量の設定（11:52-11:59） 

北海道大学大学院医学研究院小児科学教室 1、市立札幌病院小児科 2 

竹崎 俊一郎 1、工藤 絵理子 2、山崎 健史 2、伊藤 智城 2、畠山 欣也 2、佐野 仁美 2 

 

16. 過去５年間に当科が診療に関与したアナフィラキシー50症例の臨床的解析（12:00-12:07） 

市立札幌病院リウマチ・免疫内科 

片岡 浩、向井 正也 

 

17. 当院におけるアドレナリン自己注射薬に関する検討（12:08-12:15） 

たかはし内科・呼吸器内科クリニック 

髙橋 かほ、鈴木 綾花、前谷 美穂、松原 加奈、吉田 愛菜、高橋 聡貴 

 

 

ランチョンセミナー 

12:20-13:15 

「好酸球性多発血管炎性肉芽腫症[Churg-Strauss症候群] -診断と治療における進歩-」 

 

座長 今野 哲 先生（北海道大学呼吸器内科学教室） 

演者 谷口 正実 先生（国立病院機構相模原病院臨床研究センター） 

 

総会 

13：20-13：30 

 

  



教育講演 

発表 25分 質疑応答 5分 

13:30-14:00 

「鼻アレルギーにおけるケミカルメディエーターの役割」 

 

座長 崎山 幸雄 先生（ようていクリニック） 

演者 白崎 英明 先生（札幌医科大学耳鼻咽喉科学講座） 

 

 

シンポジアム 

発表 15分 質疑応答 5分 

14:00-15:20 

 

１ 成人喘息治療 up-date 2019 医大前 4条内科 田中 裕士先生 

２ アレルギー性鼻炎治療最前線 北海道大学 中丸 裕爾先生 

３ 小児の食物アレルギー診療 -up to date- KKR札幌医療センター 高橋 豊先生 

４ アトピー性皮膚炎治療の夜明け 札幌医科大学 澄川 靖之先生 

 

座長 高橋 裕樹先生（札幌医科大学免疫・リウマチ内科） 

   北市 伸義先生（北海道医療大学） 

  



 

 

 

 


