
業績（発表） 

2021年度 
 

江國哲, 今出礼, 山本和宏, 服部有香, 大西聡, 石森真吾, 起塚庸, 内山敬達, 谷内昇一郎. 唐

揚げ粉に経口ダニアナフィラキシー（OMA)が疑われた男児の１例. 第 35 回近畿小児科学会; 

2022 年 2 月; WEB 開催. 

 

西田敬弘, 榎本真宏, 水戸守真寿, 郷間環, 今出礼, 西野昌光, 石森真吾, 起塚庸, 内山敬達, 

谷内昇一郎. 当院でたまこな 250 を用いた少量・中等量での食物経口負荷試験の実績. 第 35

回近畿小児科学会; 2022 年 2 月; WEB 開催. 

 

土肥周平, 今出礼, 西田敬弘, 小山智史, 郷間環, 石森真吾, 榎本真宏, 起塚庸, 内山敬達, 山

田佳之, 谷内昇一郎, 西野昌光. エレンタール P®に対する食物蛋白誘発胃腸炎により壊死性

腸炎を発症した一例. 第 58 回日本小児アレルギ−学会; 2021 年 11 月; 横浜市, 日本. 

 

谷内昇一郎, 副島和彦, 畑埜泰子, 高橋雅也, 今出礼, 西田敬弘, 郷間環, 榎本真宏, 西野昌光, 

石森真吾, 内山敬達, 起塚庸. エリスリトールが原因でアナフィラキシーを呈した 2 症例. 

第 58 回日本小児アレルギ−学会; 2021 年 11 月; 横浜市, 日本. 

 

真岸範浩, 古林万木夫, 谷内昇一郎. 醬油醸造における大豆アレルゲンの分解・除去関する研

究（日本醤油協会技術賞受賞）. 第 89 回醤油研究会; 2021 年 10 月; WEB 開催. 

 

小山智史, 今出礼, 西田敬弘, 郷間環, 榎本真宏, 西野昌光, 石森真吾, 起塚庸, 内山敬達, 谷

内昇一郎. 複数のアレルゲンに対して症状を示した FPIES の一例. 第 70 回日本アレルギー学

会; 2021 年 10 月; 横浜市, 日本. 

 

谷内昇一郎, 近藤淳, 石森真吾, 起塚庸, 内山敬達, 今出礼, 榎本真宏, 片田竜一, 山田佳之. 

Heiner 症候群の１例. 第 70 回日本アレルギー学会; 2021 年 10 月; 横浜市, 日本. 

 

西田敬弘, 榎本真宏, 小山智史, 今出礼, 郷間環, 西野昌光, 石森真吾, 起塚庸, 内山敬達, 谷

内昇一郎. 当院におけるたまこな 250 を用いた食物経口負荷試験の後方視的検討. 第 70 回日

本アレルギー学会; 2021 年 10 月; 横浜市, 日本. 

  



業績（発表） 

2020年度 
 

真岸範浩, 古林万木夫, 谷内昇一郎. 醬油醸造における大豆アレルゲンの分解・除去関する研

究（日本醸造協会技術賞受賞）. 令和 2 年度日本醸造学会大会; 2020 年 10 月; WEB 開催. 

 

谷内昇一郎, 榎本真宏, 副島和彦, 高橋雅也, 畑埜泰子. 重症牛乳アレルギー患者におけるオ

マリズマブ単独投与の有効性の検討. 第 57 回日本小児アレルギ−学会; 2020 年 10 月; WEB 開

催.  

 

武輪鈴子, 原田佳明, 中村眞紀子, 千貫祐子, 谷内昇一郎. Pork‐cat syndrome の 10 歳女児例：

食物アレルギーにおける動物飼育歴の重要性. JSA/WAO Joint Congress 2020（第 69 回日本ア

レルギー学会学術大会）; 2020 年 9 月; WEB 開催. 

 

今出礼, 谷内昇一郎, 松井美樹, 郷間環, 多賀陽子, 榎本真宏, 西野昌光, 石森真吾, 起塚庸. 

当院で経験した Food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES)の 11 例. JSA/WAO Joint 

Congress 2020（第 69 回日本アレルギー学会学術大会）; 2020 年 9 月; WEB 開催. 

 

今出礼, 谷内昇一郎, 松井美樹, 小山智史, 郷間環, 多賀陽子, 榎本真宏, 西野昌光, 石森真吾, 

起塚庸. 当院で経験した FPIES の 10 例. JSA/WAO Joint Congress 2020（第 69 回日本アレルギ

ー学会学術大会）; 2020 年 9 月; WEB 開催. 

 

榎本真宏, 谷内昇一郎, 岡藤郁夫, 田中裕也, 笠井和子, 西野昌光, 高松伸枝, 柳田紀之, 海老

澤元宏. 食物経口負荷試験に用いる少量加熱全卵粉末の研究開発から上市にむけての活動. 

第 123 回日本小児科学会; 2020 年 8 月; WEB 開催. 

  



業績（発表） 

2019年度 

 

谷内昇一郎. 乳幼児の食物アレルギーの治療～最新の知見～. 乳幼児健康診査に関する連絡

会; 2019 年 12 月; 高槻市, 日本. 

 

李崇至, 谷内昇一郎, 石森真吾, 榎本真宏, 起塚庸, 内山敬達, 南宏尚. 当科で経験したアナ

フィラキシー症例の検討-二相性反応について-. 第 56 回日本小児アレルギ−学会; 2019 年 11

月; 千葉市, 日本. 

 

小山智史, 谷内昇一郎, 起塚庸, 内山敬達, 南宏尚. エピペン®を誤注射し高血圧を呈した 2

例の検討. 第 56 回日本小児アレルギ−学会; 2019 年 11 月; 千葉市, 日本. 

 

榎本真宏, 谷内昇一郎, 西野昌光, 岡藤郁夫, 田中裕也, 笠井和子, 高松伸枝. 食物負荷試験

用加熱乾燥粉末（たまこな）の開発. 第 39 回大阪食物アレルギー懇話会; 2019 年 10 月; 大阪

市, 日本. 

 

谷内昇一郎. 最近の食物アレルギー話題とエピペンの適正使用について. 高槻市医師会学校

医部会講演会; 2019 年 7 月; 高槻市, 日本. 

 

松井美樹, 榎本真宏, 仲宗根瑠花, 李崇至, 起塚庸, 谷内昇一郎. 重症 FPISE の 4 例. 第 68 回

日本アレルギー学会; 2019 年 6 月; 東京都, 日本. 

 

小山智史, 起塚庸, 山根弘美, 大西聡, 石森真吾, 内山敬達, 谷内昇一郎, 南宏尚, 木本優希, 

原田敦子, 宇都宮英綱. 異なる社会的対応を行った両側頭頂骨骨折の 2 乳児例. 第 55 回日本

小児放射線学会; 2019 年 6 月; 神戸市, 日本. 

 

榎本真宏, 谷内昇一郎, 西野昌光, 岡藤郁夫, 田中裕也, 笠井和子, 高松伸枝. 食物負荷試験

用加熱乾燥粉末（たまこな）の開発. 第 38 回大阪食物アレルギー懇話会; 2019 年 5 月; 大阪

市, 日本. 

 

谷内昇一郎. 食物アレルギーの最近の話題. 高槻市教育委員会主催研修会; 2019 年 5 月; 高槻

市, 日本. 

 

西田敬弘, 谷内昇一郎, 起塚庸, 内山敬逹, 南宏尚. 15 年間診断できなかった家族性地中海熱

の１例. 第 122 回日本小児科学会; 2019 年 4 月; 金沢市, 日本. 

  



業績（発表） 

2018年度 

 

Matsui M, Taniuchi S, Kazuhiro E, Minami H, Kondo Y. A 10--year-- old boy with anaphylaxis after 

drinking Citrus Yuzu: detection of the newly identified Citrus yuzu allergens. The Joint Congress of the 

Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology & the Asia Pacific Association 

of Pediatric Allergy, Respirology and Immunology; 2018 Oct; Bangkok, Thailand. 

 

Enomoto M, Matsui M, Plainetr V, (Naresrut Naruenatwanich) Nisino M, Minami H, Taniuchi S. 

International comparison of Japanese food allergy children in Thailand and Japan. The Joint Congress 

of the Asia Pacific Association of Allergy, Asthma and Clinical Immunology & the Asia Pacific 

Association of Pediatric Allergy, Respirology and Immunology; 2018 Oct; Bangkok, Thailand. 

 

西田敬弘, 石森真吾, 中田恵子, 近藤淳, 谷口由紀, 大西聡, 起塚庸, 内山敬逹, 谷内昇一郎, 

南宏尚. 二次性血球貪食性リンパ球組織症に至ったが自然軽快したヒトパレコウイルス感染

症の 1 ヶ月女児例. 第 32 回近畿小児科学会; 2019 年 3 月; 京都市, 日本. 

 

近藤淳, 谷内昇一郎, 石森真吾, 大西聡, 起塚庸, 内山敬逹, 南宏尚. Heiner 症候群が疑われた

1 例. 第 32 回近畿小児科学会; 2019 年 3 月; 京都市, 日本. 

 

西田敬弘, 原田敦子, 木本優希, 宇都宮英綱, 大西聡, 起塚庸, 石森真吾, 内山敬逹, 谷内昇一

郎, 南宏尚. 頭部外傷に伴う左内頸動脈・攣縮によって右顔面神経・右不全麻痺を来した 10

歳女児の 1 例. 第 32 回近畿小児科学会; 2019 年 3 月; 京都市, 日本. 

 

近藤淳, 谷内昇一郎, 石森真吾, 大西聡, 起塚庸, 内山敬逹, 南宏尚. 皮膚型から全身型結節

性多発動脈炎へ移行したと考えられる 9 歳女児例. 第 32 回近畿小児科学会; 2019 年 3 月; 京

都市, 日本. 

 

川﨑健太郎, 高橋資典, 朝倉力, 山田康太, 大和田善之, 細野雅義, 岡崎太郎, 家永徹也, 谷内

昇一郎, 稲本真也, 森田英次郎. 診断に難渋した家族性地中海熱による腹痛の 1 例. 第 15 回

日本消化管学会; 2019 年 2 月; 佐賀市, 日本. 

 

谷内昇一郎. 小児の免疫療法. 関西アレルゲン免疫療法研究会; 2018 年 11 月; 大阪市, 日本. 

 

郷間環, 谷内昇一郎, 松井美樹, 仲宗根瑠花, 李崇至, 榎本真宏, 角谷登美子, 西野昌光, 南宏

尚. ラコール（経腸栄養剤）によりアナフイラキシーショックを呈した乳児例. 第 55 回日本

小児アレルギー学会学術大会; 2018 年 10 月; 岡山市, 日本. 

 

松井美樹, 谷内昇一郎, 仲宗根瑠花, 李崇至, 郷間環, 榎本真宏, 角谷登美子, 南宏尚, 近藤康

人. ゆずジュースでアナフィラキシーを起こした 10 歳の男児例. 第 55 回日本小児アレルギ

ー学会学術大会; 2018 年 10 月; 岡山市, 日本. 

 

谷内昇一郎, 榎本真宏. オマリズマブ併用牛乳経口免疫療法の現状と展望. 第 55 回日本小児

アレルギー学会学術大会; 2018 年 10 月; 岡山市, 日本. 

  



業績（発表） 

李崇至, 谷内昇一郎, 榎本真宏, 起塚庸, 南宏尚. 当科で経験したアナフィラキシー症例の検

討~二相性反応について~. 第 55 回日本小児アレルギー学会学術大会; 2018 年 10 月; 岡山市, 

日本. 

 

仲宗根瑠花, 谷内昇一郎, 石森真吾, 大西聡, 起塚庸, 内山敬逹, 榎本真宏, 西野昌光, 南宏尚. 

当院で経験した FPIES の 4 例. 第 55 回日本小児アレルギー学会学術大会; 2018 年 10 月; 岡山

市, 日本. 

 

小山智史, 起塚庸, 福嶋志穂, 大西聡, 橋村裕也, 内山敬達, 谷内昇一郎, 南宏尚. 陽・陰圧体

外式人工呼吸器による持続陰圧呼吸補助が奏功した特発性縦隔気腫の 4 歳児例. 第 51 回日本

小児呼吸器学会; 2018 年 9 月; 札幌市, 日本. 

 

仲宗根瑠花, 谷内昇一郎, 郷間環, 榎本真宏, 大西聡, 橋村裕也, 内山敬達, 起塚庸, 南宏尚. 

スギ皮下免疫療法が有用であった花粉-食物アレルギー症候群の 1 例. 第 67 回日本アレルギ

ー学会学術大会. 2018 年 6 月; 千葉市, 日本. 

 

谷内昇一郎, 副島和彦, 高橋雅也, 畑埜泰子. オマリズマブ併用牛乳急速経口免疫療法におけ

る T リンパ球セットの検討. 第 67 回日本アレルギー学会学術大会. 2018 年 6 月; 千葉市, 日

本. 

 

成田宏史, 河合菜月, 岡崎史子, 谷内昇一郎, 西野昌光, 笹井みさ, 犬尾千聡, 森雄司, 近藤康

人. トマトアレルギーのコンポーネント解析-GRP は重症マーカーか?-. 第 67 回日本アレルギ

ー学会学術大会. 2018 年 6 月; 千葉市, 日本. 

 

石河慎也, 橋村裕也, 西田敬弘, 大西聡, 起塚庸, 内山敬達, 谷内昇一郎, 吉川徳茂, 南宏尚. 

腸炎症状と著明な腹水から SLE の診断に至った女児例. 第 53 回日本小児腎臓病学会学術集

会; 2018 年 6 月; 福島市, 日本. 

 

小山智史, 起塚庸, 福嶋志穂, 大西聡, 橋村裕也, 内山敬達, 谷内昇一郎, 南宏尚. 陽・陰圧体

外式人工呼吸器による持続陰圧呼吸補助が奏功した特発性縦隔気腫の４歳児例. 第 218 回大

阪小児科学会; 2018 年 6 月; 大阪市, 日本. 

 

谷内昇一郎. オマリズマブ併用牛乳急速経口免疫療に有効性と安全性：無作為比較試驗. 第 27

回北摂四医師会医学会総会; 2018 年 6 月; 高槻市, 日本. 

 

松井美樹, 谷内昇一郎, 仲宗根瑠花, 李崇至, 郷間環, 榎本真宏, 角谷登美子, 西野昌光, 南宏

尚. ゆずジュースでアナフィラキシーを呈した 10 歳の男児例. 第 36 回大阪食物アレルギー

懇話会; 2018 年 5 月; 大阪市, 日本. 

 

仲宗根瑠花, 谷内昇一郎, 松井美樹, 李崇至, 郷間環, 榎本真宏, 角谷登美子, 西野昌光, 南宏

尚. スギ皮下免疫療法が有効であった花粉ー食物アレルギー症候群の一例. 第 36 回大阪食物

アレルギー懇話会; 2018 年 5 月; 大阪市, 日本. 

 

  



業績（発表） 

2017 年度 

 

西田敬弘, 洪聖媛, 仲宗根瑠花, 石河慎也, 大西聡, 橋村裕也, 起塚庸, 谷内昇一郎, 南宏尚. 

腸炎症状で発症した全身性エリテマトーデスの 10 歳女児例. 第 31 回近畿小児科学会; 2018 年

3 月; 大阪市, 日本. 

 

仲宗根瑠花, 谷内昇一郎, 石河慎也, 大西聡, 橋村裕也, 起塚庸, 南宏尚. スギ皮下免疫療法

が有効であった花粉-食物アレルギー症候群の 1 例. 第 31 回近畿小児科学会; 2018 年 3 月; 大

阪市, 日本. 

 

東條龍之介, 谷内昇一郎, 石河慎也, 山本和弘, 大西聡, 橋村裕也, 起塚庸, 南宏尚. 当院に入

院したアナフィラキシー症例の検討. 第 31 回近畿小児科学会; 2018 年 3 月; 大阪市, 日本. 

 

河合菜月, 岡崎史子, 村上友貴絵, 谷内昇一郎, 西野昌光, 犬尾千聡, 近藤康人, 松本晋也, 成

田宏史. リアルタイム PCR を用いた食物アレルゲンコンポーネント解析. 日本農芸化学会

2018 年年度大会; 2018 年 3 月; 名古屋市, 日本. 

 

河合菜月, 岡崎史子, 村上友貴絵, 谷内昇一郎, 西野昌光, 犬尾千聡, 近藤康人, 松本晋也, 成

田宏史. 果物・野菜アレルゲンコンポーネント解析へのリアルタイム PCR の導入. 日本農芸

化学会関西支部例会第 502 回講演会; 2018 年 2 月; 京都市, 日本. 

 

座波清誉, 加藤環, 今井耕輔, 森尾友宏, 上田耕一郎, 谷内昇一郎, 川原勇太, 森本哲, 樋渡光

輝, 片岡伸介, 村松秀城, 大杉夕子, 野々山恵章. WHIM 症候群 8 例の臨床的特徴, 免疫学的解

析について. 第 1 回日本免疫性自己炎症学会; 2018 年 1 月; 東京都, 日本. 

 

谷内昇一郎, 副島和彦, 高橋雅也, 畑埜泰子, 金子一成, 佐々木陽平, 苛原誠, 木戸博. オマリ

ズマブを併用した重症牛乳のアレルギー患者に対する食物経口免疫療法の有効性と安全性の

検討（ランダム化割付比較試験）. 第 54 回日本小児アレルギー学会; 2017 年 11 月; 宇都宮市, 

日本. 

 

副島和彦, 谷内昇一郎, 高橋雅也, 畑埜泰子, 金子一成. 卵アレルギー患者に対する新しい経

口免疫療法の試み. 第 54 回日本小児アレルギー学会; 2017 年 11 月; 宇都宮市, 日本. 

 

河合菜月, 岡崎史子, 村上友貴絵, 谷内昇一郎, 西野昌光, 犬尾千聡, 近藤康人, 松本晋也, 成
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