財団法人日本アレルギー
協会関東支部
〒102-0074

関東支部だより

東京都千代田区九段南 4-5-11
富士ビル４階
TEL 03-3222-3437

第１号（2007 年 1 月発行）

FAX 03-3222-3438

日本アレルギー協会関東支部機関誌発刊の辞
関東支部長（幹事会代表） 伊藤 幸治
皆様、新年あけまして、おめでとうございます。
さて、財団法人日本アレルギー協会は昭和 42 年に発足し、日本アレルギー学会をは
じめとする内外の研究団体の成果を社会に還元し、アレルギー問題の啓発・指導、
さらに調査・研究をおこない、国民の健康と福祉に寄与することに勤めてきました。
わが関東支部も全国 10 支部の一員として協会の活動に寄与してきました。
関東支部の会員数は平成 18 年 3 月 31 日現在で正会員（医師）235 名、一般会員
58 名、計 293 名で全国会員数 951 名の約 30％を占めています。当支部では評議員
10 名の選出に選挙制を取り入れ、正会員の互選で選んでいます。しかしながら、会
員間の結びつきが必ずしも密接ではありません。そこで、昨年 7 月の幹事会での検
討の結果、関東支部独自の情報手段を持つことにすることにいたしました。その一
つとして機関誌を発行し、関東支部地区でのアレルギー関連講演会、研究会、患者
団体の集会等の予定を掲載し、会員の便宜をはかることにいたします。また会員皆
様のご意見も歓迎し、掲載したいと思います。さらに、この機関誌をインターネッ
トでも見られるようにしたいと考えています。今後、皆様のご協力により、内容の
充実をはかっていきたいと思います。何卒、よろしくお願いいたします。
本年度の方針について
平成 18 年 7 月 26 日に幹事会を開催し、本年度の方針を以下のごとく決定しました。
① 平成 17 年度の活動（次項）を更に拡大するよう努力する。
② 現在、関東支部で 300 名近くの会員を数えるが、会員間の結びつきが必ずしも密接ではない。

そこで、関東支部独自の情報手段を持つことにする。その一つとして新聞を発行し、関東地区
での講演会、研究会、患者団体の集会等の予定を掲載する。
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平成 17 年度の活動状況
① アレルギー週間の行事 18 年 2 月から 3 月にかけて、一般向け講演会あるいは患者相談会が東
京の 3 地区、および各県、合計７地区で各地区責任者により開催され、それぞれ盛会であった。
② 医家向け講演会 17 年 10 月 29 日に東北大学田村弦、
福井大学真弓光文の両先生を講師に迎え、
横浜で開催され、175 名の参加があった。
③ 喘息サマースクール 平成 17 年 8 月 1-4 日に埼玉大学小児科が中心になり柏崎海洋センターで
開催され 17 名の喘息児が参加し、病気に対する理解と体力の増進、病気にうち勝つ気力の養成
をはかった。関東支部はこれに助成した。
④ 啓発活動 関東支部内のアレルギー、喘息患者会の活動に支援、助成をおこなった
⑤ 研究助成 アレルギーおよび関連疾患領域の研究で応募のあった中から、6 件に対し研究助成を
おこなった。
⑥ 学術交流に対する助成 GINA 世界喘息デー2005、AR Forum 2005、第 39 回日本小児呼吸
器疾患学会の 3 集会に対し助成をおこなった。
アレレギー協会関東支部の範囲と役員について
関東支部は東京（中央、城北、城南、城東、城西、多摩の 6 地区に分ける）、埼玉、千葉、神奈
川、山梨、長野の 1 都 5 県、計 11 地区を範囲としている。
関東支部会の役員会としては、幹事会があります。これは関東各地区の活動、特に春のアレルギ
ー週間の活動を円滑に、また活発に行うために以前より設けられている組織で各地区に１−4 名の
幹事がおり現在 20 名より構成されています。幹事には関東支部選出の日本アレルギー協会評議員
（10 名）全員と同理事（7 名）のうち協会理事長を除く 6 名が含まれています。評議員は正会員に
よる選挙で選出し、理事は、理事、評議員、幹事により評議員以外の会員の中から選出し、新幹事
は幹事会で各地区の必要に応じて選んでいます。関東支部 JAANeT(日本アレルギー協会 Web サイ
ト)編集委員は各地区責任者あるいは、その推薦による人です。
役員リスト
平成 19 年１月１日現在の関東支部選出理事、関東主部選出評議員、関東支部幹事、JAANeT 編
集委員のリストを以下に示します（敬称略）
。
関東支部選出理事
宮本昭正（アレルギー協会理事長）、伊藤 幸治（関東支部長）
、冨岡 玖夫、真野健次、
西岡 清、 足立 満、秋山一男、河野陽一
関東支部選出評議員
池沢善郎、岩本逸夫、岡本美孝、大田健、佐野靖之、中川武正、永田 真、増山敬祐、溝口昌子、
森田 寛
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関東支部幹事と支部 JAANet 編集委員
県・地区

担当地区

地区別責任者

啓発活動委員会委員

支部 JAANeT 編集

（研修責任者）

（アレルギー週間地

委員

区代表委員）
関東地区

関東全域

永田真

東京・中央地区

千代田区、中央区、 佐野 靖之

山口 正雄

港区、文京区
東京・城東地区

足立区、江戸川区、 佐野 靖之

佐野 靖之

葛飾区、江東区、墨

鈴木 直仁

鈴木 直仁

田区
東京・城西地区

東京・城南地区

新宿区、杉並区、豊 溝口昌子

斎藤博久、

島区、中野区

溝口昌子

大田区、渋谷区、品 足立 満

足立満、坂本芳雄

斎藤博久

川区、世田谷区、目
黒区
東京・城北地区

荒川区、板橋区、非 大田 健

大田健、久松建一

宅、台東区、練馬区
東京・多摩地区

東京都 23 区以外の 森田 寛

塩原哲夫

森田 寛

倉島一喜

市町村
埼玉県

埼玉県内全域

永田 真

永田 真

千葉県

千葉県内全域

冨岡玖夫

岩本逸夫、岡本美孝、 岩本逸夫
河野陽一、冨岡玖夫

神奈川県

神奈川県全域

秋山一男

秋山一男、中川武正

長谷川真紀

栗原和幸
山梨県

山梨県全域

増山敬祐

増山敬祐

松崎全成

長野県

長野県内全域

久保恵嗣

久保恵嗣

藤本圭作

幹事には、西岡 清、真野健次両理事も含まれます。
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アレルギー協会主催・共催・後援の講演会、（関東 2007 年 2 月―6 月）(以下、敬称略)
主催・共
日

時

テーマ・内容

場

所

主催者

催・後援
の別
主催
*

２月１７日（土） アレルギー週間 中央講演会

サントリーホール

日本アレルギー協会

13:00〜16:30

港区赤坂

（理事長 宮本昭正）

〜アレルギー性疾患の自己管理のため
に〜講演とパネルデイスカッション。
秋山一男（司会）足立満（成人喘息）
岩田力（小児喘息）、岡本美孝（アレ
ルギー性鼻炎、花粉症）、西岡清（ア
トピー性皮膚炎）、海老沢元宏（食物
アレルギー）

主催
*

２月１７日（土） 市民公開講座「アレルギーの克服に向

ホテル春日部エミ 日本アレルギー協会（埼玉

13:00〜16:00

ナース「桐の間」

けて」

地区責任者
（永田 真）

主催
*

２月１８日（日） アレルギー患者相談会「アレルギー疾

横浜そごう９階市

日本アレルギー協会（神奈

14:00〜16:00

患の予防、治療法をより良く知るため

民フロア

川地区責任者 秋山一男）

に」

「ミーティングル
ーム」

後援
*

２月１８日（日） アレルギー・ぜん息予防に関する講演

世田谷区民会館別 独立行政法人

13:30〜16:30

会（世田谷区）〜アレルギーの克服に

館「三茶しゃれな 環境再生保全機構

向けて〜

あど」オリオン

赤澤 晃

東急田園都市線ま
たは玉川線三軒茶
屋下車 1~2 分

主催
*

主催
*

２月１８日（日） 市民公開講座「アレルギーを考えよう

山梨大学玉穂キャ 日本アレルギー協会（山梨

14:00〜16:00

ンパス臨床大講堂/ 地区責任者

２００７」

中央市

増山敬祐）

２月２４日（土） 千葉ブロック東部地区講演会

千葉県東総文化会

日本アレルギー協会（千葉

13:00〜16:00

『アレルギー・アトピーの克服に向け

館小ホール

地区責任者

て』

千葉県旭市

冨岡玖夫）

注 * 一般向け

**医師対象

次頁に続く
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前頁の続き
主催
**

３月３日（土）

アレルギー研修会２００６ アレルギー治

長野県農協ビル

日本アレルギー協会（長野地区

15:00〜17:00

療の最前線 日常よく遭遇するアレルギー

12B 会議室

責任者

疾患の診断と治療：田中裕士（喘息と慢性

久保恵嗣）

咳嗽）、荻野 敏（スギ花粉症）
主催
**

３月１７日（土）

アレルギー研修会２００６

浦和ワシントンホテ 日本アレルギー協会（埼玉地区

16:00〜18:00

アレルギー治療の最前線：

ル３階「プリムロー 責任者

春名真一（慢性副鼻腔炎と下気道疾患）、 ズ」

永田 真）

田村弦（成人喘息の最新治療・2006 ガイド
ラインに基づいて））
主催
*

３月２４日（土）

アレルギー週間同愛記念病院講演会

同愛記念病院４階大

日本アレルギー協会(連絡：東

14:00〜16:00

「小児のアレルギー疾患への対応」山口

会議室

京城東地区 鈴木直仁)

公一（司会・小児の気管支喘息）、向山徳

（担当：小児科 山口

子（食物アレルギー）、金子健彦（アトピ
ー性皮膚炎）

注 * 一般向け

**医師対象
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公一）

患者団体講演会、集会（関東 2007 年２−６月）
日時

会名

会場

主催団体、連絡先

2 月 6 日（土）

アレルギー相談の立場から

ウエルシテイ 5F第 2 学習室
（JR

横須賀母親クラブ連絡会

横須賀駅下車 5 分）

TEL 046-848-7576

10:15-12:00
2 月 1１日（日

アレルギーの最新情報：

青山こどもの城：

特定非営利活動法人

13:00

斉藤博久（アレルギー予防）

http//www.kodomono-shiro.or.jp

アレルギー児を支える全国ﾈネ

今井孝成（食物アレルギー）

ット[ アラージーポット]

松嵜くみ子（セルフケアー）

http://www.allergypot.net

2 月 24（土）〜25 日（日）

第 13 回アレルギー週間協賛行

NPO 日本アレルギー友の会事務

NPO 法人日本アレルギー友の

13:00-1600

事：ぜんそく、アトピー性皮膚

所（都営新宿線・半蔵門線住吉駅

会 TEL 03-3634-0865

炎実践講座「薬について学び、 下車3 分）
普及へ」

6 月 3 日（日）
13:00~16:00

24 日（土）

黒木宏隆（吸入ステロイド）
、

25 日（日）

石島（プロトピック軟膏）
（仮）
ぜんそくとアトピー性皮膚炎 東医健保会館

NPO 法人日本アレルギー友の

についての講演と Q&A：

会 TEL 03-3634-0865

JR 中央線信濃町下車徒歩 10 分

鈴木直仁（成人喘息）
、
赤澤 晃（小児喘息）
、
菅原 信（アトピー性皮膚炎）
当機関誌を会員に郵送後、上記６月３日の講演会につき、主催団体より、予定講師のご都合でお一人の変更があり、最終的には上記のよ
うになった由、連絡がありました。
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社団法人日本アレルギー学会専門医制度における認定学会・講習会・研究会
（関東、2007 年 2 月〜6 月)
以下は社団法人日本アレルギー学会の許可を得て、
同会誌
「アレルギー」2006 年 12 月号（55 巻 12 号）、1562-1573
頁、会報：
「専門医制度情報 社団法人アレルギー学会専門医制度における認定学会・講習会・研究会開催予定（2007
年・国内）
」より関東支部地域（東京、埼玉、千葉、神奈川、山梨、長野）の 2-6 月分を抜粋して掲載した。
＊は日本アレルギー学会の関連学会
会期

会名

会場

会長・TEL

連絡先

2 月 3 日（土）

第 29 回埼玉喘息・アレ

埼玉県民健康センター

永田 真

埼玉医科大学呼吸器内科

14:40-18:35

ルギー研究会

1F 大会議室

TEL 049-276-1111

2 月 3 日（土）16:00

第 65 回小児アレルギー

ホテルグランドパレス

正木拓郎

同好会

マサキ小児科・アレルギー科
〒178-0063
練馬区東大泉 2-5-10

2 月8 日（木）19:00-21:00

第 11 回城東ブロックア

東武ホテルレパント東京

レルギー懇談会

4F 錦の間

TEL 03-5633-7065

2 月 10 日（土）

リウマチ・アレルギーシ

津田ホール

日本予防医学協会公益事業推

9:30-16:40

ンポジウム

2 月 10 日(土)

西関東アレルギーカンフ

15:00~18:30

ァレンス

3 月 3 日(土)

第 15 回関東アレルギー

日本都市センターホール

当番世話人

東京大学アレルギー・リウマ

14:00~

クラブ

7F701 室

山口正雄

チ内科

馬場 実

宮本クリニック

進室（市川栄一）03-3635-1056
八王子京王プラザホテル

向井秀樹

横浜労災病院皮膚科

TEL 045-474-8111

TEL 03-3815-5411
3 月 3 日(土)

第 29 回多摩小児アレル

日本医科大学附属多摩永

代表世話人

15:00~18:00

ギー臨床懇話会

山病院 C 棟 2 階集会場

飛田正俊

山田小児クリニック

TEL 042-371-2111
3 月 14 日(水)

第 60 回横浜市アレルギ

横浜エクセルホテル東急

ーｰ懇話会

栗原和幸（神奈川県

横浜市立大学附属市民総合医

立こども医療セン

療センター小児総合医療セン

ター）TEL

ター（相原雄幸）

０45-711-2351
3 月 29（木）~31 日(土)

第 25 回日本耳鼻咽喉科

ベルクラシック甲府

免疫アレルギー学会 ＊

増山敬祐

山梨大学耳鼻咽喉科・頭頚部

TEL 055-273-6769

外科学

次頁に続く
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社団法人日本アレルギー学会専門医制度における認定学会・講習会・研究会
（関東、2007 年 2 月〜6 月)

前頁の続き

＊は日本アレルギー学会の関連学会
会期

会名

4 月26 日
（木）~29 日
（土） 第 51 回日本リウマチ学

会場

会長・TEL

連絡先

パシフィコ横浜

龍順之助

日本大学医学部整形外科

TEL 03-3972-8111

会総会・学術集会 ＊
月 10（木）~１2 日（土） 第 47 回日本呼吸器学会
学術講演会

東京国際フォーラム

＊

貫和敏博（東北大学

日本呼吸器学会事務局

加齢医学研究所）
TEL 03-5805-3560

5 月 26(土)~27 日(日)

第 24 回日本小児難治喘

シェーンバッハ・サボー

山田公一

息・アレルギー疾患学会

（砂防会館）

TEL 03-3625-3111

同愛記念病院小児科

＊
6 月 10 日(日)

第34 回耳鼻｣咽喉科アレ

横浜ワールドポーターズ

奥田 稔

16:30~19:30

ルギー懇話会

6F イベントホール

TEL 03-3591-6409

6 月 10（日）~12 日(火)

日本アレルギー学会春季

パシフィコ横浜

西岡 清

臨床大会

日本臨床アレルギー研究所

東京医科歯科大学大学院皮膚
科学分野（事務局長：佐藤貴
浩） TEL 03-5803-5286

6 月 12 日（火）

第 31 回日本アレルギー

パシフィコ横浜（予定）

学会専門医教育セミナー

TEL

日本アレルギー学会事務所

03-3816-0280

TEL 03-3816-0280
福岡大学眼科

6 月 23 日（土）

第 59 回臨床アレルギー

富国生命ビル 28 階会議

内尾英一

13:00~17:30

研究会（関東）

室

TEL 092-801-1011

6 月 23 日（土）

第 16 回小児臨床アレル

千葉駅ビル6 階ペリエ大

青柳正彦

15:00~

ギー懇話会

ホール

TEL 043-422-2511

6 月 23 日（土）

第 26 回漢方免疫アレル

都市センターホール

福地義之助

(事務局) 〒102-8422

03-3221-5308

千代田区二番町 12-7

藤沢隆夫

（事務局分室）

ギー研究会
6 月 30 日（土）

第 21 回アレルギー・好

9:00~17:00（予定）

酸球研究会

千代田放送会館

国立病院機構下志津病院

TEL 93-3583-1740
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