
 
●第 7期 委員会委員構成【任期：2022年 10月 7日～2024年定時社員総会終了日まで】 

 

常置委員会 附置委員会 委員長 委員選出 

総務委員会   佐野博幸 
海老澤元宏(中・長期計画委員長) 

宮崎泰成(定款・細則検討委員長）・杣 知行（選考・推薦委員長） 

  中・長期計画委員会 海老澤元宏 
海老原伸行・加藤則人・後藤 穣・佐野博幸・多賀谷悦子 

吉原重美 

  定款・細則検討委員会 宮崎泰成 
杣 知行（内）・放生雅章（内）・亀田誠（小）・長谷川俊史（小） 

矢上晶子（皮）・朝子幹也（耳） 

  選考推薦委員会 
杣 知行 

副委員長：今井孝成 

金子 猛（内）・多賀谷悦子（内）・宮原信明（内） 

海老澤元宏（小）・吉原重美（小）・加藤則人（皮）・後藤 穣（耳）

海老原伸行（眼） 

倫理委員会   
長谷川俊史 

副委員長：滝沢琢己 

久田剛志(学術大会委員長)・多賀谷悦子(和文誌委員長) 

中島裕史(英文誌委員長）・金子 猛（学術委員長） 

小笠原彩子(顧問弁護士) 

  利益相反委員会 
滝沢琢己 

副委員長：長谷川俊史 

久田剛志(学術大会委員長)・多賀谷悦子(和文誌委員長) 

中島裕史(英文誌委員長）・金子 猛（学術委員長） 

小笠原彩子(顧問弁護士) 

財務委員会   佐野博幸 
海老澤元宏･海老原伸行･加藤則人･後藤 穣・多賀谷悦子 

吉原重美 

学術大会委員会   
久田剛志 

副委員長：加藤則人 

杣 知行（内）・宮原信明（内）・近藤康人（小）・滝沢琢己（小） 

大久保ゆかり（皮）・松原 篤（耳）・田中宏幸（基）・平原 潔（基） 

庄司 純（眼） 

総合アレルギー 

講習会委員会 
  

伊藤浩明 

副委員長： 

海老原伸行・佐野博幸 

（内）鈴木慎太郎・長瀬洋之・福冨友馬・福永興壱 

（小）滝沢琢己・柳田紀之・山田佳之 

（皮）足立剛也・椛島健治・中原剛士 

（耳）後藤 穣・櫻井大樹・高林哲司 

（基）平原 潔 

（眼）福田 憲 

  

第 9回総合アレルギー講習会

実行委員会 

佐野博幸 

金子 猛（内）・權 寧博（内）・多賀谷悦子（内）・新実彰男（内） 

山口正雄（内）・伊藤浩明（小）・今井 孝成(小）・海老澤元宏（小）

吉原重美（小）・加藤則人（皮）・大久保ゆかり（皮）・後藤 穣（耳）

松原 篤（耳）・岡山吉道（基）・海老原伸行（眼）・庄司 純（眼） 

委員会顧問：東田有智（内） 

※任期：2023 年 7 月 31 日まで 

学術委員会 

  

 

 

 

 

 

 

金子 猛 

副委員長：吉原重美 

アドバイザー：永田 真 

山口正雄（下気道アレルギー委員会） 

松原 篤（上気道アレルギー委員会） 

加藤則人（皮膚アレルギー委員会） 

後藤 穣（アレルゲン・免疫療法委員長） 

近藤康人(Anaphylaxis 対策委員長) 

海老原伸行(研究推進委員長) 

相良博典（学術大会賞選考委員長） 

 

 

 

 

 

 

 

下気道アレルギー委員会 
山口正雄 

アドバイザー：永田 真 

（内）権 寧博・今野 哲・多賀谷悦子・中込一之・中島裕史 

長瀬洋之・新実彰男・福冨友馬・福永興壱・松本久子 

宮原信明 

（小）滝沢琢己、長尾みづほ、二村昌樹 

上気道アレルギー委員会 
松原 篤 

副委員長：後藤 穣 
大久保公裕・岡野光博・藤枝重治・吉田尚弘 

皮膚アレルギー委員会 加藤則人 猪又直子・佐伯秀久・髙山かおる・福永 淳・古田淳一・矢上晶子 



 

 
アレルゲン・免疫療法 

委員会 

後藤 穣 

アドバイザー：永田 真 

中込一之（内）・福冨友馬（内）・佐藤さくら（小）・田中裕也（小） 

伊藤友章（皮）・猪又直子（皮）・千貫祐子（皮）・岡野博光（耳） 

湯田厚司（耳） 

  Anaphylaxis対策委員会 
近藤康人 

アドバイザー：海老澤元宏 

鈴木慎太郎（内）・平田博国（内）・福冨友馬（内）・山口正雄（内）

伊藤浩明（小）・今井孝成（小）・柳田紀之（小）・千貫祐子（皮） 

後藤 穣（耳） 

  研究推進委員会 
海老原伸行 

副委員長：放生雅章 

金子 猛（内）・杣 知行（内）・伊藤浩明（小）・今井孝成（小） 

長谷川俊史（小）・加藤則人（皮）・後藤 穣（耳）・中尾篤人（基） 

  学術大会賞選考委員会 相良博典 

金子 猛(学術委員長)・吉原重美（第 71 回学術大会長） 

久田剛志（学術大会委員長）・多賀谷悦子(和文誌委員長) 

中島裕史(英文誌委員長） 

  用語委員会 金子 猛 

原 悠（内）・宮原信明（内）・滝沢琢己（小）・吉原重美（小） 

千貫祐子（皮）・山口由衣（皮）・太田伸男（耳）・増田佐和子（耳） 

平原 潔（基）・海老原伸行（眼） 

編集委員会   吉原重美 多賀谷悦子(アレルギー編集委員長)・中島裕史(ＡＩ編集委員長) 

  アレルギー編集委員会 
多賀谷悦子 

副委員長：佐伯秀久 

石塚 全（内）・西村善博（内）・福永興壱（内）・松永和人（内） 

今井孝成（小）・長谷川俊史（小）・松原知代（小）・猪又直子（皮） 

後藤 穣（耳）・米倉修二（耳）・田中宏幸（基）・海老原伸行（眼） 

  
Allergology International 

編集委員会 

中島裕史 

副委員長：中尾篤人 

浅野浩一郎（内）・植木重治（内）・長瀬洋之（内）・松本久子 (内） 

山口正雄（内）・大嶋勇成（小）・滝沢琢己 (小）・松本健治（小） 

森田英明（小）・神戸直智（皮）・室田浩之（皮）・山口由衣（皮） 

太田伸男（耳）・岡野光博（耳）・高井敏朗（基）・松田 彰（眼） 

専門医制度 

委員会 
  

伊藤浩明 

副委員長： 

西川正憲（内） 

鈴木慎太郎（内） 

亀田 誠（資格審査委員長・小） 

権 寧博（試験問題作成委員長・内） 

松原 篤（教育研修委員長・耳） 

山口正雄（内）・是松聖悟（小）・梅林芳弘（皮）・三村達哉（眼） 

  資格審査委員会 
亀田 誠 

副委員長：田中明彦（内） 

浅井一久（内）・石浦嘉久（内）・小荒井晃（内）・若原恵子（内） 

板澤寿子（小）・手塚純一郎（小）・福家辰樹（小） 

沖山奈緒子（皮）・竹野幸夫（耳）・角 環（眼） 

  試験問題作成委員会 
権 寧博 

副委員長：尾長谷靖（内） 

（内）飯倉元保・上出庸介・粒来崇博・中込一之 

（小）明石真幸・石川良子・林 大輔・福家辰樹・吉田幸一 

（皮）神戸直智・高橋一夫・松倉節子・峠岡理沙 

（耳）川島佳代子・鈴木祐輔・濱田聡子・細矢 慶 

（基）田中宏幸・野口恵美子 

（眼）庄司 純・深川和己 

※任期：2023 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日まで 

  教育研修委員会 
松原 篤 

副委員長：長瀬洋之（内） 

斎藤純平（内）・原田紀宏（内）・滝沢琢己（小）・成田雅美（小） 

井川 健（皮）・大久保ゆかり（皮）・鈴木元彦（耳）・平原 潔（基） 

内尾英一（眼）・福田 憲（眼） 

国際交流委員会   
加藤則人 

副委員長：滝沢琢己 

植木重治（内）・長瀬洋之（内）・松本久子（内）・佐藤さくら（小） 

山田佳之（小）・本田哲也（皮）・岡野光博(耳）・玉利真由美（基） 

診療報酬・ 

医療問題検討 

委員会 

  今井孝成 

杉浦久敏（内）・福永興壱（内）・松永和人（内）・福家辰樹（小） 

益田浩司（皮）・吉川 衛(耳）・角 環（眼） 

<内保連代表委員>今井孝成・福永興壱 

※任期：2024 年改訂終了まで 

働き方改革推進 

委員会 
  

大久保ゆかり 

副委員長：長谷川俊史 

粒来崇博（内）・釣木澤尚実（内）・松本久子（内）・森川みき（小） 

柳田紀之（小）・鶴田大輔（皮）・中原真希子（皮） 

川島佳代子（耳）・角 環（眼） 



広報委員会   

矢上晶子 

副委員長： 

宮原信明、朝子幹也 

植木重治（内）・福冨友馬（内）・山崎 章（内）・手塚純一郎（小） 

堀向健太（小）・峠岡理沙（皮）・吉川 衛（耳）・野口恵美子（基）

角 環（眼） 

  Web編集委員会 宮原信明 
山崎 章（内）（広報委員会兼任）・鈴川真穂（内） 

野村伊知郎（小)・八代将登（小)・椛島健治（皮）・竹野幸夫(耳） 

  啓発活動委員会 朝子幹也 
堀向健太（小）（広報委員会兼任）・伊藤玲子（内）・小林良樹（内）

吉村千恵（内）・山田佳之（小）・石黒直子（皮） 

 
 
 

◎特別委員会（時限的委員会）   

委員会名称 委員長選出 委員選出 

機構認定専門医特別委員会 

担当理事：海老澤元宏 

委員長：鈴木慎太郎 

副委員長：大嶋勇成、西川正憲 

関谷潔史（内）・新実彰男（内）・山口正雄（内）・伊藤浩明（小） 

佐藤さくら（小）・森田英明（小）・足立剛也（皮）・加藤則人（皮） 

佐伯秀久（皮）・坂下雅文（耳）・松原 篤（耳）・海老原伸行（眼） 

アレルギー疾患対策基本法 

特別委員会 
海老澤元宏 

福冨友馬（内）・大矢幸弘（小）・佐藤さくら（小）・手塚純一郎（小）

福家辰樹（小）・堀向健太（小）・加藤則人（皮）・後藤 穣（耳） 

海老原伸行（眼） 

アドバイザー：西間三馨・オブザーバー：桑原 優（厚生労働省） 

COVID-19 対策特別委員会 放生雅章 
今泉和良（内）・佐野安希子（内）・中山勝敏（内）・横江琢也（内）

福家辰樹（小） 

IT 推進特別委員会 
担当理事：後藤 穣 

委員長：山口正雄 

岩永賢司（内）・杉山公美弥（内）・鈴木慎太郎（内） 

久田剛志（内）・松本健治（小） 

 


