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2022 年度アレルギー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ルギー学会では、
「アレルギー相談員養成研修会」
（2022 年度厚生労働省補助
事業）を下記の日程で開催いたします。この研修会は、アレルギー疾患に関して患者やその家族と接
する機会の多いアレルギー専門医以外の医師、薬剤師、看護師、保健師、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ます。
開催形態は、昨年に引き続き WEB 配信形式にて実施いたしますが、今年度は研修会当日のライブ配
信に加え、オンデマンド配信（1 ヶ月間を予定）でもご視聴いただけるよう準備を進めております。
なお、この研修会は、日本医師会、日本看護協会、日本薬剤師会、日本栄養士会、全国の保健所、
難病相談支援センター等にご案内いたしますが、貴殿におかれましても、地方組織等の他、医療団体、
学校・幼保の養護教諭、医療ソーシャルワーカー、介護施設職員等に幅広く周知いただければ幸いで
すので、何卒ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
１．開催日時について（WEB 配信：ライブ）
2022 年 10 月 29 日（土）9：20～16：30
30 日（日）9：20～15：20（予定）
２．開催形態について
WEB 配信形式（ライブ配信・オンデマンド配信）
※受講に際してはインターネット環境が必要です。
通信環境の整備および通信料の負担は受講者ご自身にてお願いいたします。
※オンデマンド配信については、研修会終了後、
準備が出来次第 1 ヶ月間を予定しております。
配信開始日等の詳細につきましては日本アレルギー学会ホームページにてご案内いたします。
＜https://www.jsaweb.jp/＞
３．受講申し込みについて
10 月 29 日（土）
・30 日(日)のライブ配信ご視聴の場合は受講申込が必要となります。
（オンデマンド配信のみをご利用の場合はお申込み不要）
申 込 方 法： 日本アレルギー学会ホームページ、
「ニュース＆トピックス」の
「2022 年度アレルギー相談員養成研修会開催のご案内」から
お申し込みください（9 月 12 日（月）申込開始予定）
申 込 期 限： 2022 年 9 月 21 日（水）
※定員（600 名）となり次第締切とさせていただきます。
受 講 料 ： 無料

４．その他
・一般の方は、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。（参加証の発行はありません。
）
・研修会テキストはライブ配信受講申込者 1 名につき 1 冊ずつ、開催 2 週間前より順次送付
いたします。
・質疑応答は、ライブ配信受講者に限り、講演時間内に文字入力方式にて行います。すべての
質問にお答えできかねる場合がありますのでご了承ください。
・オンデマンド配信は、当日の講義の映像のみとなります。（質疑応答はライブ配信のみです。）
・受講に関する詳細につきましては、受講申し込みされた方に直接お知らせいたします。
５．プログラムは別紙のとおり

連絡先：2022 年度アレルギー相談員養成研修会
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2022年度 アレルギー相談員養成研修会
2022年10月29日（土）
開会挨拶・事務連絡 等

9:20
9:30-10:20

10:30-10:40
10:40-11:30

9:20

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

食物アレルギー

海老澤元宏 先生

質疑応答

10:20-10:30

アナフィラキシー
（薬剤アレルギー含む）

9:30-10:20

帝京大学ちば総合医療センター
第三内科

実践アレルギー講座６
（成人アトピー性皮膚炎も含む）

休憩 10分

10:40-11:30

実践アレルギー講座７

獨協医科大学
小児科学

小児の喘息

吉原重美 先生

質疑応答

11:30-11:40

質疑応答

11:40-12:40

昼休み 60分

11:40-12:40

昼休み 60分

国立成育医療研究センター
アレルギーセンター

小児アトピー性皮膚炎
（乳幼児期スキンケアを含む）

福家辰樹 先生

質疑応答

13:30-13:40

休憩 10分

13:50-14:40

実践アレルギー講座４

慶應義塾大学病院
呼吸器内科

成人のアレルギー性呼吸器関連
疾患（成人喘息を含む）

福永興壱 先生

質疑応答

14:40-14:50
14:50-15:00
15:00-15:50

実践アレルギー講座５
眼科領域の
アレルギー疾患

高村悦子 先生

質疑応答

16:00-16:30

質問コーナー

会

成人のアレルギー

福冨友馬 先生

質疑応答

13:50-14:40

実践アレルギー講座９

日本医科大学大学院医学研究科
頭頸部感覚器科学分野

耳鼻咽喉科領域の
アレルギー疾患（特に花粉症）

大久保公裕 先生

閉会の挨拶

司

国立病院機構相模原病院
アレルギー・呼吸器科

休憩 10分

14:50-15:20

東京女子医科大学
眼科

実践アレルギー講座８

13:40-13:50

14:40-14:50

休憩 10分

15:50-16:00

12:40-13:30

13:30-13:40

13:40-13:50

加藤則人 先生

10:30-10:40

山口正雄 先生

実践アレルギー講座３

京都府立医科大学
皮膚科

質疑応答

11:30-11:40

12:40-13:30

講師

開会挨拶・事務連絡 等

アレルギー性皮膚疾患
10:20-10:30

休憩 10分
実践アレルギー講座２

2022年10月30日（日）

講師

西間三馨先生：国立病院機構福岡病院 名誉院長
海老澤元宏先生：国立病院機構相模原病院臨床研究センター長
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老人福祉施設等の職員等に対する
アレルギー疾患に関する正しい知識の普及について
平素より介護保険行政の推進につきまして御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上
げます。
今般、アレルギー疾患対策基本法（平成 26 年法律第 98 号）に基づき策定された、
アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針（平成 29 年厚生労働省告示第 76 号。
以下「基本指針」という。）が改正されました。
改正後の基本指針第５（１）エにおいて、国は、
「老人福祉施設、障害者支援施設等
に対しても、職員等にアレルギー疾患の正しい知識が普及されるよう、職員等の研修
受講等について必要な周知を行う。
」とされたことから、今般、別添の依頼に基づき、
「アレルギー相談員養成研修会」及び「アレルギーポータル」について、周知いたし
ます。
つきましては、本内容について御了知いただくとともに、老人福祉施設等の職員等
に対するアレルギー疾患に関する正しい知識の普及のため、「アレルギー相談員養成
研修会」及び「アレルギーポータル」の活用について、管内の関係団体及び介護事業
者等に対して周知をお願いいたします。
○（参考）2021 年度 アレルギー相談員養成研修会 開催案内
※下記 URL で、2022 年度に開催される研修会について情報提供がされる予定です。
（一般社団法人日本アレルギー学会 ウェブサイト）
https://www.jsaweb.jp/modules/news_topics/index.php?content_id=586

○アレルギーポータル
https://allergyportal.jp/

○アレルギーポータル

パンフレット

https://allergyportal.jp/wp/wp-content/themes/allergyportal/assets/pdf/ap_leaflet.pdf

