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-~虫干土団法人日本アレルギー学会

理 事 長 束 固 有智

(公印省略)

アレルギー・リウマチ相談員養成研修会の実施について

一般社団法人日本アレノレギー学会では、昨年に引き続き、 2019年度厚生労働省消助事業である「アレル

ギー・リウマチ相談員養成耐ま会」を下記日程で開f箆いたします。これは、アレルギー疾患やリウマチ疾

患に関して愚者やその家族と接する機会が多いアレルギー専門医以外の医師、看護師、保悔市、薬剤師、

栄養士などを対象として、疾病に関する専門的な情報の提供を行うことを目的としており、本年も、東京

会場で講演を行い、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡のサテライト会場に同時中継をいたします。お申し

込みはWebによる申し込み、受5闘は鮒持、テキストは当日会場にて酌布いたします。

なお、この明度会については、日本医師会、日本看護協会、日本東調l師会、日本栄養士会、保健所、難

病相談支援センター等にご案内いたしますが、貴殿におカれましでも、問団体の地加E織の他医療団体、

学校・幼保の養護教諭、医療ソーシャルワーカ一、介護施設職員等、この研修会の情報が必要と考えられ

る施設にご連絡をいただければ幸いです。

ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

記

1.開催日時および開催地区について

開催日時:2019年 10月 5日(土)9 : 30~16 : 20 

6日(日) 9 ・ 30~16 : 20 (予定)

開催地区: <メイン会場> 東京

くサテライト会場> 仙台、名古屋、大阪、広島、福岡

2.受講申し込みについて

申込期限・ 2019年9月13日(金)

※各会場定員になり次第締切とさせていただきます。

申込方法: 日本アレルギー学会ホームページ (https://ww耽 jsaweb.jp/) 

「ニュース&トヒ。ックス」に f2019年度アレルギー・リウマチ相談員養成研修会

開催のご案内j記悪から参加希望会場を選択し、申し込みくださv¥
※6月中旬頃掲載予定

問い合わせ先: soudan2019@convention. co. jp 

3.実施概要

※一般住民の方の参加は、本研修会の趣旨に則りご参加いただけません。

※この研修会で取得可能な資格および単位はありません。

東京会場をメイン会場とし、サテライト会場は同時中継により実施します。また、質疑応答は、講演

時間内に双方向で実施いたします。各会場の受付時間等は、後日、参加者にお知らせいたします。

4 プログラムは別紙のとおり
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5 会場

(1)東京会場

百(pガーデンシティ P肥MIUM神保町 プレミアムボールノレーム

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-22テラススクエア3階

TEL: 03-3518-8870 (事務所直通)

(2)仙台会場

TKP仙台カンファレンスセンター カンファレンスノレーム 3A

〒980-∞13 宮城県仙台市青葉区花京院1-2-3ソララガーデンオフィス 3階

TEL: 022-200-2614 (総合窓口)

(3)名古屋会場

TKP名古屋駅前カンファレンスセンターカンファレンスノレーム 6B

干450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-41-5CK20名駅前ピル6階

TEL目。52-990-2656(総合窓口)

(4)大阪会場

TKPガーデンシティ東梅田 カンフアレンスノいーム 5B

干530-0057 大阪府大阪市北区曾様崎2丁目 11-16梅田セントラノレピノレ5階

TEL: 06-4400-5264 (総合窓口)

(5)広島会場

TKPガーデンシティ P肥MIUM広島駅前 カンフアレンスノいーム 5A

干732-0821 広島県広島市南区対頁賀町13-9ベノレヴュオフィス広島

TEL: 082-909-2609融合索口)

(6)福岡会場

TKP ;カンファレンスシティ博多カンファレンス l

干812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-19-5博多石川|ピル l階

TEL: 092-432-1160 (総合窓口)

連絡先ー 2019年度アレルギー・リウマチ相談員養成研修会運営事務局

日本コンベンションサービス(株)内

TEL : 03-3508-1214 FAX: 03-3508-1302 

Email: soudan2019申convention.co. jp 
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講師 講師

9:20 挨拶・事務連絡　等 9:20 挨拶・事務連絡　等

9:30-10:20 実践リウマチ講座１
東京医科歯科大学
名誉教授 9:30-10:20 実践アレルギー講座４

京都府立医科大学
皮膚科

関節リウマチ：総論 宮坂信之　先生 アレルギー性皮膚疾患 加藤則人　先生

10:20-10:30 質疑応答 10:20-10:30 質疑応答

10:30-10:40 休憩　10分 10:30-10:40 休憩　10分

10:40-11:30 実践リウマチ講座２
日本リウマチ友の会会長

10:40-11:30 実践アレルギー講座５
近畿大学医学部
呼吸器・アレルギー内科

関節リウマチ：
患者の立場より

長谷川三枝子　様 成人のアレルギー（喘息） 岩永賢司　先生

11:30-11:40 質疑応答 11:30-11:40 質疑応答

11:40-12:40 昼食　60分 11:40-12:40 昼食　60分

12:40-13:30 実践アレルギー講座１
国立病院機構相模原病院
臨床研究センター 12:40-13:30 実践アレルギー講座６

藤田医科大学医学部
呼吸器内科学Ⅱ講座

食物アレルギー 海老澤元宏　先生 成人のアレルギー 堀口高彦　先生

13:30-13:40 質疑応答 13:30-13:40 質疑応答

13:40-13:50 休憩　10分 13:40-13:50 休憩　10分

13:50-14:40 実践アレルギー講座２
獨協医科大学
小児科 13:50-14:40 実践アレルギー講座７

東京女子医科大学
眼科

小児のアレルギー
（喘息を含む）

吉原重美　先生
眼科領域の
アレルギー疾患

高村悦子　先生

14:40-14:50 質疑応答 14:40-14:50 質疑応答

14:50-15:00 休憩　10分 14:50-15:00 休憩　10分

15:00-15:50 実践アレルギー講座３
大阪府立病院機構
大阪はびきの医療センター
皮膚科

15:00-15:50 実践アレルギー講座８
日本医科大学付属病院
耳鼻咽喉科・頭頸部外科

アトピー性皮膚炎 片岡葉子　先生
耳鼻咽喉科領域の
アレルギー疾患

後藤　穣　先生

15:50-16:00 質疑応答 15:50-16:00 質疑応答

16:00-16:20 質問コーナー 16:00-16:20 質問コーナー

閉会の挨拶 閉会の挨拶

東田有智先生：近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科

斎藤博久先生：国立成育医療研究センター研究所

会場 　<メイン会場＞

東京： TKPガーデンシティPREMIUM神保町 プレミアムボールルーム

 <サテライト会場＞ 

仙台： TKP仙台カンファレンスセンター カンファレンスルーム3A

名古屋： TKP名古屋駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム6B

大阪： TKPガーデンシティ東梅田 カンファレンスルーム5B

広島： TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前 カンファレンスルーム5A

福岡： TKPカンファレンスシティ博多 カンファレンス1

2019年度　アレルギー・リウマチ相談員養成研修会

司会

10月5日（土） 10月6日（日）




