
 
 

一般社団法人日本小児アレルギー学会 
第２期 委員会・ワーキンググループ  

（任期 令和 3年（2021 年）11月 13日～令和 5 年（2023 年）定時代議員総会まで） 

    
編集委員会   

 委員長 伊藤  浩明 あいち小児保健医療総合センター免疫・アレルギーセンター 

 委員 赤司  賢一 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科 

 委員 板澤  寿子 埼玉医科大学小児科 

 委員 井上祐三朗 千葉県こども病院アレルギー・膠原病科 

 委員 大嶋  勇成 福井大学医学系部門医学領域小児科学 

 委員 川本  典生 岐阜大学大学院医学系研究科小児科学 

 委員 近藤  康人 藤田医科大学ばんたね病院小児科 

 委員 成田  雅美 杏林大学医学部小児科学教室 

 委員 西小森隆太 久留米大学医学部小児科 

 委員 福家  辰樹 国立成育医療研究センターアレルギーセンター 総合アレルギー科 

 委員 松原  知代 獨協医科大学埼玉医療センター小児科 

 委員 三浦  克志 宮城県立こども病院アレルギー科 

 委員 本村知華子 国立病院機構福岡病院小児科 

 委員 森田  英明 国立成育医療研究センター研究所免疫アレルギー・感染研究部 

 委員 安戸  裕貴 山口大学医学部付属病院小児科 

    
疫学委員会   

 委員長 楠   隆 龍谷大学農学部食品栄養学科小児保健栄養学研究室 

 委員 板澤 寿子 埼玉医科大学小児科 

 委員 今井 孝成 昭和大学医学部小児科学講座 

 委員 大矢 幸弘 国立成育医療研究センターアレルギーセンター 

 委員 田中 裕也 兵庫県立こども病院アレルギー科 

 委員 長尾みづほ 国立病院機構三重病院臨床研究部 

 委員 平口 雪子 大阪府済生会中津病院小児科 免疫・アレルギーセンター 

 委員 二村 昌樹 国立病院機構名古屋医療センター小児科 

 委員 宮本  学 獨協医科大学小児科 

 委員 吉田 幸一 東京都立小児総合医療センターアレルギー科 

 アドバイザー 荒川 浩一 北関東アレルギー研究所 

 アドバイザー 飯野  晃 なすのがはらクリニック 

    
国際交流委員会  
 委員長 佐藤さくら 国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部 

 委員 川本 典生 岐阜大学大学院医学系研究科小児科学 

 委員 滝沢 琢己 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野 

 委員 森田 英明 国立成育医療研究センター研究所免疫アレルギー・感染研究部 

 委員 安戸 裕貴 山口大学医学部付属病院小児科 

 委員 安冨 素子 福井大学医学部小児科 



 
 

 委員 山出 史也 千葉大学医学部附属病院小児科 

 委員 山田 佳之 東海大学医学部医学科総合診療学系 小児科学 

 アドバイザー 海老澤元宏 国立病院機構相模原病院臨床研究センター 

 アドバイザー 藤澤 隆夫 国立病院機構三重病院アレルギー科 

    
社会保険委員会  
 委員長 今井 孝成 昭和大学医学部小児科学講座 

 委員 伊藤 靖典 長野県立こども病院小児アレルギーセンター 

 委員 緒方 美佳 国立病院機構熊本医療センター小児科 

 委員 岡藤 郁夫 神戸市立医療センター中央市民病院小児科 

 委員 立元 千帆 あおぞら小児科 

 委員 徳田 玲子 徳田ファミリークリニック小児科 

 委員 西本  創 さいたま市民医療センター小児科 

 委員 福田 啓伸 なすこどもクリニック小児科・アレルギー科 

 委員 本村知華子 国立病院機構福岡病院小児科 

 委員 森川 みき 森川小児科アレルギー科クリニック 

    
規約委員会   

 委員長 清益 功浩 大阪府済生会中津病院小児科 免疫・アレルギーセンター 

 委員 勝沼 俊雄 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科 

 委員 土屋 邦彦 京都府立医科大学大学院医学研究科小児科学 

 委員 中農 昌子 国保中央病院小児科 

 委員 長谷川俊史 山口大学大学院医学系研究科医学専攻小児科学講座 

 委員 福田 啓伸 なすこどもクリニック小児科・アレルギー科 

 委員 増田  敬 同愛記念病院小児科 

 委員 安戸 裕貴 山口大学医学部付属病院小児科 

 委員 安冨 素子 福井大学医学部小児科 

 委員 吉田 幸一 東京都立小児総合医療センターアレルギー科 

    
食物アレルギー委員会  
 委員長 海老澤元宏 国立病院機構相模原病院臨床研究センター 

 副委員長 伊藤 浩明 あいち小児保健医療総合センター免疫・アレルギーセンター 

 委員 井上祐三朗 千葉県こども病院アレルギー・膠原病科 

 委員 今井 孝成 昭和大学医学部小児科学講座 

 委員 大嶋 勇成 福井大学医学系部門医学領域小児科学 

 委員 大矢 幸弘 国立成育医療研究センターアレルギーセンター 

 委員 岡藤 郁夫 神戸市立医療センター中央市民病院小児科 

 委員 金子 英雄 岐阜県総合医療センター小児療育内科 

 委員 近藤 康人 藤田医科大学ばんたね病院小児科 

 委員 佐藤さくら 国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部 

 委員 杉浦 至郎 あいち小児保健医療総合センター免疫・アレルギーセンターアレルギー科 

 委員 長尾みづほ 国立病院機構三重病院臨床研究部 



 
 

 委員 中島 陽一 藤田医科大学医学部小児科学 

 委員 西本  創 さいたま市民医療センター小児科 

 委員 林  典子 十文字学園女子大学人間生活学部健康栄養学科 

 委員 福家 辰樹 国立成育医療研究センターアレルギーセンター 総合アレルギー科 

 委員 二村 昌樹 国立病院機構名古屋医療センター小児科 

 委員 柳田 紀之 国立病院機構相模原病院小児科 

 委員 山田 佳之 東海大学医学部医学科総合診療学系 小児科学 

 委員 吉原 重美 獨協医科大学医学部小児科学 

    
気管支喘息委員会  
 委員長 滝沢 琢己 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野 

 副委員長 手塚純一郎 福岡市立こども病院アレルギー・呼吸器科 

 副委員長 長尾みづほ 国立病院機構三重病院臨床研究部 

 委員 伊藤 靖典 長野県立こども病院小児アレルギーセンター 

 委員 海老澤元宏 国立病院機構相模原病院臨床研究センター 

 委員 大矢 幸弘 国立成育医療研究センターアレルギーセンター 

 委員 勝沼 俊雄 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科 

 委員 亀田  誠 大阪はびきの医療センター小児科 

 委員 永倉 顕一 国立病院機構相模原病院小児科 

 委員 平井 康太 東海大学医学部付属八王子病院小児科 

 委員 福家 辰樹 国立成育医療研究センターアレルギーセンター総合アレルギー科 

 委員 福田 啓伸 なすこどもクリニック小児科・アレルギー科 

 委員 二村 昌樹 国立病院機構名古屋医療センター小児科 

 委員 三浦 克志 宮城県立こども病院アレルギー科 

 委員 山田 佳之 東海大学医学部医学科総合診療学系 小児科学 

 委員 吉田 幸一 東京都立小児総合医療センターアレルギー科 

 委員 吉田 之範 大阪はびきの医療センター 

 委員 吉原 重美 獨協医科大学医学部小児科学 

 アドバイザー 足立 雄一 富山大学学術研究部医学系小児科学講座 

 アドバイザー 西間 三馨 国立病院機構福岡病院 

 アドバイザー 藤澤 隆夫 国立病院機構三重病院アレルギー科 

    
研究推進委員会  
 委員長 西小森隆太 久留米大学医学部小児科 

委員/BReSS 森田 英明 国立成育医療研究センター研究所免疫アレルギー・感染研究部 

委員/CReSS 川本 典生 岐阜大学大学院医学系研究科小児科学 

 委員 岡藤 郁夫 神戸市立医療センター中央市民病院小児科 

 委員 勝沼 俊雄 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科 

 委員 小林 一郎 KKR 札幌医療センター  

 委員 佐藤さくら 国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部 

 委員 立元 千帆 あおぞら小児科 

 委員 手塚純一郎 福岡市立こども病院アレルギー・呼吸器科 



 
 

 委員 中野 泰至 千葉大学医学部附属病院小児科 

 委員 堀向 健太 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 

 委員 松井 照明 あいち小児保健医療総合センター免疫・アレルギーセンターアレルギー科 

 委員 松本 健治 国立成育医療研究センター研究所免疫アレルギー・感染研究部 

 委員 八代 将登 岡山大学病院小児科 
 アドバイザー 藤澤 隆夫 国立病院機構三重病院アレルギー科 

    
倫理委員会   

 委員長 近藤 康人 藤田医科大学ばんたね病院小児科 

 委員 赤司 賢一 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科 

 委員 髙岡 有理 大阪はびきの医療センター小児科 

 委員 立元 千帆 あおぞら小児科 

 委員 徳田 玲子 徳田ファミリークリニック小児科 

 委員 冨板美奈子 国立病院機構下志津病院臨床研究部 

 委員 成田 雅美 杏林大学医学部小児科学教室 

 委員 松原 知代 獨協医科大学埼玉医療センター小児科 

 委員 八木 久子 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野 

    
利益相反委員会  
 委員長 長谷川俊史 山口大学大学院医学系研究科医学専攻小児科学講座 

 委員 井上祐三朗 千葉県こども病院アレルギー・膠原病科 

 委員 楠   隆 龍谷大学農学部食品栄養学科小児保健栄養学研究室 

 委員 住本 真一 大阪赤十字病院小児科 

 委員 成田 雅美 杏林大学医学部小児科学教室 

 委員 森川 みき 森川小児科アレルギー科クリニック 

 
オブザーバー  

（編集委員長） 伊藤 浩明 あいち小児保健医療総合センター免疫・アレルギーセンター 

 
オブザーバー  

（規約委員長） 清益 功浩 大阪府済生会中津病院小児科 免疫・アレルギーセンター 

    
薬務委員会   

 委員長 勝沼 俊雄 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科 

 委員 大石  拓 高知大学医学部小児思春期医学教室 

 委員 岡田 邦之 おかだこどもの森クリニック 

 委員 白川 清吾 同愛記念病院小児科 

 委員 高増 哲也 神奈川県立こども医療センターアレルギー科 

 委員 津下  充 岡山大学学術研究院医歯薬学域小児急性疾患学講座 

 委員 西庄 佐恵 香川大学医学部附属病院小児科 

 委員 馬場 洋介 順天堂大学医学部附属静岡病院小児科 

 委員 三浦 克志 宮城県立こども病院アレルギー科 

 委員 柳田 紀之 国立病院機構相模原病院小児科 

    
    



 
 

災害対応委員会  
 委員長 三浦 克志 宮城県立こども病院アレルギー科 

 副委員長 足立 雄一 富山大学学術研究部医学系小児科学講座 

 委員 伊藤 浩明 あいち小児保健医療総合センター免疫・アレルギーセンター 

 委員 伊藤 靖典 長野県立こども病院小児アレルギーセンター 

 委員 大石  拓 高知大学医学部小児思春期医学教室 

 委員 緒方 美佳 国立病院機構熊本医療センター小児科 

 委員 岡藤 郁夫 神戸市立医療センター中央市民病院小児科 

 委員 清益 功浩 大阪府済生会中津病院小児科 免疫・アレルギーセンター 

 委員 小林 一郎 KKR 札幌医療センター  

 委員 小林 茂俊 帝京大学医学部附属病院小児科 

 委員 是松 聖悟 埼玉医科大学総合医療センター小児科 

 委員 千葉  剛史 中通総合病院小児科 

 委員 津下  充 岡山大学学術研究院医歯薬学域小児急性疾患学講座 

 委員 平瀬 敏志 甲南医療センター小児科 

 委員 本村知華子 国立病院機構福岡病院小児科 

    
将来計画委員会  
 委員長 大嶋 勇成 福井大学医学系部門医学領域小児科学 

 委員 大石  拓 高知大学医学部小児思春期医学教室 

 委員 緒方 美佳 国立病院機構熊本医療センター小児科 

 委員 亀田  誠 大阪はびきの医療センター小児科 

 委員 清益 功浩 大阪府済生会中津病院小児科 免疫・アレルギーセンター 

 委員 小林 一郎 KKR 札幌医療センター  

 委員 是松 聖悟 埼玉医科大学総合医療センター小児科 

 委員 滝沢 琢己 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野 

 委員 長谷川俊史 山口大学大学院医学系研究科医学専攻小児科学講座 

 委員 森川 みき 森川小児科アレルギー科クリニック 

    
広報委員会   

 委員長 手塚純一郎 福岡市立こども病院アレルギー・呼吸器科 

 委員 川本 典生 岐阜大学大学院医学系研究科小児科学 

 委員 津下  充 岡山大学学術研究院医歯薬学域小児急性疾患学講座 

 委員 橋本 光司 ときわ台はしもと小児科アレルギー科 

 委員 林  千代 みやぎ県南中核病院小児科 

 委員 平口 雪子 大阪府済生会中津病院小児科 免疫・アレルギーセンター 

 委員 堀向 健太 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 

 委員 増本 夏子 国立病院機構福岡東医療センター小児科 

 委員 吉田 幸一 東京都立小児総合医療センターアレルギー科 
 オブザーバー 桑原  優 厚生労働省がん・疾病対策課 

    
    



 
 

キャリア支援委員会  
 委員長 森川 みき 森川小児科アレルギー科クリニック 

 委員 安藤 裕輔 獨協医科大学医学部小児科学 

 委員 岡﨑 史子 山口大学医学部附属病院小児科 

 委員 加藤 泰輔 富山大学小児科 

 委員 滝沢 琢己 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野 

 委員 平口 雪子 大阪府済生会中津病院小児科 免疫・アレルギーセンター 

 委員 二村 昌樹 国立病院機構名古屋医療センター小児科 

 委員 本村知華子 国立病院機構福岡病院小児科 

 委員 安冨 素子 福井大学医学部小児科 

 アドバイザー 下条 直樹 千葉大学予防医学センター 

   

 

学術大会委員会（任期：2021 年 12 月 3 日～） 

 委員長 海老澤元宏 国立病院機構相模原病院臨床研究センター 

  伊藤 浩明 あいち小児保健医療総合センター 免疫・アレルギーセンター 

  大嶋 勇成 福井大学医学系部門医学領域小児科学 

  大矢 幸弘 国立成育医療研究センターアレルギーセンター 

  勝沼 俊雄 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科 

  近藤 康人 藤田医科大学ばんたね病院小児科 

  滝沢 琢己 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野 

  長谷川俊史 山口大学大学院医学系研究科医学専攻小児科学講座 

  二村 昌樹 国立病院機構名古屋医療センター小児科 

  山田 佳之 東海大学医学部医学科総合診療学系小児科学 

    

小児アレルギー教育セミナー（PASCO）ワーキンググループ 

 委員長 足立 雄一 富山大学学術研究部医学系小児科学講座 

 委員 伊藤 靖典 長野県立こども病院小児アレルギーセンター 

 委員 佐藤さくら 国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部 

 委員 手塚純一郎 福岡市立こども病院アレルギー・呼吸器科 

 委員 長尾みづほ 国立病院機構三重病院臨床研究部 

 委員 西本  創 さいたま市民医療センター小児科 

 委員 福家 辰樹 国立成育医療研究センターアレルギーセンター総合アレルギー科 

 委員 村井 宏生 みたき総合病院小児科 

 アドバイザー 藤澤 隆夫 国立病院機構三重病院アレルギー科 
    
アトピー性皮膚炎ワーキンググループ（任期：2021 年 12 月 3 日～） 
 委員長 大矢 幸弘 国立成育医療研究センターアレルギーセンター 

  勝沼 俊雄 東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科 

  手塚純一郎 福岡市立こども病院アレルギー・呼吸器科 

  成田 雅美 杏林大学医学部小児科学教室 

  二村 昌樹 国立病院機構名古屋医療センター小児科 

  三浦 克志 宮城県立こども病院アレルギー科 



 
 

  山本貴和子 国立成育医療研究センターアレルギーセンター総合アレルギー科 

  吉原 重美 獨協医科大学医学部小児科学 

    
アレルギー性鼻炎ワーキンググループ（任期：2021 年 12 月 3 日～） 

 委員長 近藤 康人 藤田医科大学ばんたね病院小児科 

  海老澤元宏 国立病院機構相模原病院臨床研究センター 

  大嶋 勇成 福井大学医学系部門医学領域小児科学 

  岡藤 郁夫 神戸市立医療センター中央市民病院小児科 

  亀田  誠 大阪はびきの医療センター小児科 

  長谷川俊史 山口大学大学院医学系研究科医学専攻小児科学講座 

  二村 昌樹 国立病院機構名古屋医療センター小児科 

  吉原 重美 獨協医科大学医学部小児科学 

    
以上 

 
(2021.12.3 更新) 


