
２月１４日（日）、２１日（日） 

司会とご挨拶 

 

足立 満（あだち みつる） 医師 

国際医療福祉大学臨床医学研究センター 教授 / 山王病院 アレルギー内科 

公益財団法人日本アレルギー協会 理事長 

 

 

【ご略歴】 

1971 年 3月         昭和大学医学部 卒業 

1971 年 4月         昭和大学医学部第 1内科学 入局 

1979年 7月         山梨赤十字病院 内科部長 

1980 年 8月         昭和大学医学部第１内科 専任講師 

1989 年 4月         昭和大学医学部第１内科学 助教授 

1989 年 5月          ロンドン大学 Royal post graduate medical school 

     臨床薬理学教室 研究員 

1993 年 4月         昭和大学医学部第１内科学 主任教授 

2008 年 4月～2012年 3月 31日  昭和大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー内科部門 教授 

2011年 2月～2016年    日本大学医学部呼吸器内科学 客員教授 

2012 年 4月～現在に至る  呼吸器・アレルギー疾患研究所 所長 

2012 年 6月～現在に至る  国際医療福祉大学臨床医学研究センター 教授 

            山王病院アレルギー内科 

2018 年 6月～現在に至る        公益財団法人日本アレルギー協会 理事長 

 

 

【お役職】 

日本アレルギー学会 理事（1996 ～ 2013）、常務理事（2005 ～ 2013）、監事（2013 ～2017）、 

現名誉会員 

日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン作成委員（1993～2015）現顧問（2015～） 

日本アレルギー協会 評議員、理事（2000 ～2016）、関東支部長（2016～2018） 

日本職業・環境アレルギー学会 理事 

日本内科学会評議員（1994～2007、2009～2011）現功労会員 

日本呼吸器学会代議員（1996～2012）現功労会員 

国際喘息学会日本・北アジア部会 現幹事 

ICACI(International Congress of Allergy and Clinical Immunology) 

Executive committee member(1997～2000) 

International Congress of Asthmology 日本部会 幹事 

第 10回 International Congress of Asthmology 日本北アジア部会 会長 

第 11回 International Congress of Asthmology 日本北アジア部会 会長 

第 52回日本アレルギー学会総会 会長 

第 10回気道上皮アレルギー研究会 会長 

第 43回日本職業・環境アレルギー学会 会長 

 

 

【ご専門】 

臨床アレルギー学、呼吸器病学 

特に気管支喘息の病態生理・治療 



２月１４日（日） 

講演１：「みんなが知りたい小児気管支ぜん息の話」 

 

吉原 重美（よしはら しげみ） 医師 
獨協医科大学医学部小児科学教室 主任教授 

 

＜ご略歴＞ 

１９７７年 栃木県立宇都宮高等学校 卒業 

１９８３年 獨協医科大学医学部 卒業 

１９８７年 静岡県立大学薬学部 国内留学 

１９９３年 カルフォルニア大学サンフランシスコ校 海外留学 

２０１７年 獨協医科大学医学部小児科学教室 主任教授 

      獨協医科大学病院とちぎ子ども医療センター センター長 

２０１８年 獨協医科大学病院アレルギーセンター センター長 

２０２０年 獨協医科大学病院 副院長 

 

＜英語論文＞ 137編 

 

＜主な学会活動・役職＞ 

日本小児科学会：理事 

日本アレルギー学会：理事 

日本小児アレルギー学会：理事 

日本喘息学会：理事 

日本小児臨床アレルギー学会：理事 

日本小児耳鼻咽喉科学会：理事 

日本呼吸器学会：代議員 

日本咳嗽学会：評議員 

日本小児呼吸器学会：運営委員 

日本小児皮膚科学会：運営委員 

日本小児保健学会：代議員 

日本時間生物学会：評議員 

日本職業・環境アレルギー学会：評議員 

国際喘息学会日本北アジア部会：常任幹事 

食物アレルギー研究会：世話人など 

 

＜学会長 ＞ 

第 21回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会 会長（宇都宮; 2004）  

第 17回小児臨床薬理・アレルギー・免疫研究会 会長（宇都宮; 2009）  

第 44回日本小児呼吸器学会 会長          （宇都宮; 2011）  

第 12回日本小児耳鼻咽喉科学会 副会長            （宇都宮; 2017）  

第 54回日本小児アレルギー学会 会長              （宇都宮; 2017） 

第 2 回日本アレルギー学会関東地方会 会長    （  東京; 2019）  

第 19回食物アレルギー研究会 会長                （  東京; 2019）  

第 29回国際喘息学会日本・北アジア部会 会長      （宇都宮; 2020） 

第 71回日本アレルギー学会 会長                  （  東京; 2022予定） 

第 25回日本咳嗽学会 会長                      （宇都宮; 2023予定） 



２月１４日（日） 

講演２：「新型コロナウイルスとぜん息との関連－正しく対応すれば大丈夫！－」 

 

長瀬 洋之（ながせ ひろゆき） 医師  1968年 6月 9日生 (52才)  北海道出身 

帝京大学医学部内科学講座 呼吸器・アレルギー学 教授 

 

【ご略歴】 

1988年 4月 東京大学教養学部理科 III類入学 

1994年 3月 東京大学医学部医学科卒業, 東京大学医学部附属病院内科 

1995年 6月 国立国際医療センター内科、呼吸器科 (～平成 10年 5月) 

1996年 4月 東京大学物療内科入局 

2001年 4月 日本学術振興会特別研究員 (～平成 15年 3月) 

2002年 3月 東京大学大学院医学系研究科内科学専攻博士課程卒業 

  東京大学博士 (医学) 第 1933 号  

2003年 4月 帝京大学医学部内科学講座 助手 

2006年 4月 帝京大学医学部内科学講座 講師  

2009年 4月 帝京大学医学部内科学講座 准教授 

2016年 6月 帝京大学医学部内科学講座 教授 

2018年 7月 McGill大学 Meakins-Christie研究所 Visiting Professor  

 

【専門分野】 

呼吸器内科学（気管支喘息、COPD、間質性肺炎） 

 

【主な研究テーマ】 

好酸球活性化機構、ウイルス感染と気管支喘息、気道炎症マーカー、 

           禁煙治療、肺線維化機構 

 

【学会活動】 

日本アレルギー学会 指導医、代議員 

日本呼吸器学会 専門医、代議員 

日本内科学会 認定医、専門医、指導医 

日本禁煙学会 scientific advisor, 評議員  

日本アレルギー学会 気管支喘息ガイドライン専門部会作成委員 

日本呼吸器学会 難治性喘息診療の手引き作成委員  

日本呼吸器学会 喘息・COPDオーバーラップ(ACO)診療の手引き作成委員 

 

【主要図書】 

今日の治療薬 気管支喘息・COPD治療薬、抗アレルギー薬、呼吸障害治療薬、 

鎮咳薬・去痰薬 



２月１４日（日） 

講演３：「小児の食物アレルギー、予防と治療のコツ」 

 

大矢 幸弘（おおや ゆきひろ） 医師 

国立研究開発法人国立成育医療研究センター アレルギーセンター長 

 

 

【ご略歴】 

1985年 名古屋大学医学部卒業 半田市立半田病院研修医 

1986年 名古屋大学医学部小児科（87年～90年大学院） 

1991年 国立名古屋病院小児科医員（1995年ハーバード心身医学研究所短期留学） 

1995年 国立小児病院アレルギー科医員 （1997年～2002年 ロンドン大学聖ジョージ医学校 

      公衆衛生科学部上級研究員を併任し毎年短期渡英） 

2002年 国立成育医療センター・第一専門診療部アレルギー科 医長 

2010年 独立行政法人国立成育医療研究センター生体防御系内科部アレルギー科 医長 

2011年 エコチル調査メディカルサポートセンター 特任部長併任 

2018年 国立研究開発法人国立成育医療研究センター アレルギーセンター長 

同研究所エコチル調査研究部 代表併任 

 エコチル調査メディカルサポートセンター長 

 

【資格・学会活動等】 

日本アレルギー学会 理事・指導医 

日本小児科学会 専門医・指導医 

日本心身医学会 専門医 

日本疫学会 上級疫学専門家 

日本小児アレルギー学会 理事 

日本行動医学会 理事 

日本健康心理学会 編集委員、前理事 

日本認知行動療法学会 編集委員 

日本子ども健康科学会 理事長 

ほか 

 

【著書等】 

子どものアレルギー アトピー性皮膚炎・食物アレルギー・ぜんそく 2017年 12月発行 文藝春秋 



２月２１日（日） 

講演１：「良く分かるアトピー性皮膚炎の最新治療－小児から成人まで－」 

 

江藤 隆史（えとう たかふみ） 医師 

東京逓信病院皮膚科 客員部長、あたご皮フ科 副院長 

 

 

【ご略歴】 

1977年 3月  東京大学工学部計数工学科 卒業 

1984年 3月  東京大学医学部医学科 卒業 

1984年 4月  東京大学医学部皮膚科教室 

1985年 4月  関東中央病院皮膚科 医員 

1986年 4月  東京大学医学部皮膚科 助手 

1989年 6月  ハーバード大学病理学教室 研究員 

1991年 11月 東京大学医学部皮膚科 助手（医局長） 

1993年 7月  東京大学医学部皮膚科 講師・病棟医長 

1994年 4月  東京逓信病院皮膚科 医長 

1998年 4月  東京逓信病院皮膚科 部長 

2012年 4月  東京逓信病院 院長補佐・外来統括部長 

2014年 10月 東京逓信病院 副院長 

2018年 5月  東京大学医学部皮膚科教室 同窓会会長 

2019年 3月  東京逓信病院 定年退職 

2019年 4月  東京逓信病院皮膚科 客員部長、あたご皮フ科 副院長 

 

 

【主な学会活動・役職】 

1995年 4月  日本臨床皮膚科医学会 常任理事 

2006年 5月  日本臨床皮膚科医会 副会長 

2020年 5月  日本臨床皮膚科医会 会長 

 

 

【著書】 

子どものアトピー性皮膚炎 2016年 講談社 



２月２１日（日） 

講演２：「ここまで分かったスギ花粉症～小児から成人まで～」 

 

後藤 穣（ごとう みのる） 医師 

日本医科大学付属病院 耳鼻咽喉科 准教授 

 

 

【ご略歴】 

1991年 3月 日本医科大学医学部 卒業 

1994年 7月 日本医科大学付属病院耳鼻咽喉科 助手 

1998年 9月 静岡済生会総合病院耳鼻咽喉科 

2003年 1月 日本医科大学千葉北総病院 医局長 

2004年 4月 日本医科大学耳鼻咽喉科学 講師  

2011年 4月 日本医科大学耳鼻咽喉科学 准教授 

2013年 4月 日本医科大学多摩永山病院 耳鼻咽喉科 部長 

2018年 8月 日本医科大学付属病院 現職に至る 

 

 

【資格】 

日本医科大学 耳鼻咽喉科学教室 准教授 

日本耳鼻咽喉科学会 専門研修指導医・専門医 

日本アレルギー学会 理事、指導医・専門医 

アレルゲン免疫療法委員会 委員長 

「アレルギー」編集委員会 副委員長 

日本鼻科学会 代議員 

日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会 編集委員 

鼻アレルギー診療ガイドライン 2020年版（改訂第 9版） 幹事 

NPO花粉症・鼻副鼻腔炎治療推進会 理事 

一般財団法人奥田記念花粉症学等学術顕彰財団 理事 

 

 

【所属学会】 

日本耳鼻咽喉科学会 

日本アレルギー学会 

日本鼻科学会 

日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会 

日本気管食道科学会 



２月２１日（日） 

講演３：「あなどれない大人の食物アレルギー」 

 

中村 陽一（なかむら よういち） 医師 

横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター センター長 

 

 

【ご略歴】 

1981年 徳島大学医学部 卒業 

 1981年 同大学第 3内科 入局 

 1991年 米国ネブラスカ大学 留学 

 2000年 国立病院機構高知病院 臨床研究部長 

 2005年 横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター センター長（現職） 

 

 

【専門分野】 

気管支ぜん息、アレルギー性呼吸器疾患、アナフィラキシー、食物アレルギー、 

薬物アレルギー 

 

 

【学会活動等】 

日本アレルギー学会 理事、専門医・指導医（内科） 

喘息予防・管理ガイドライン専門部会員、 

           アナフィラキシー対策委員会委員長 

 日本呼吸器学会 専門医・指導医 

 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医 

 日本内科学会 指導医 

 日本医師会認定産業医 

 

 

【著書等：すべて分担著者】 

 アレルギー総合ガイドライン 2019     発行年 2019年 協和企画 

 新・呼吸器専門医テキスト改訂第 2版    発行年 2019年 南江堂 

 今日の診断指針第 8版「アナフィラキシー」 発行年 2020年 医学書院 

 アレルギー疾患療養指導ガイドブック 2020 発行年 2020年 メディカルレビュー社 


