
場　所：国立研究開発法人国立成育医療研究センター　研究所２Fセミナールーム

主催 ： アレルギー児を支える全国ネット

２０１７年２月１１日（土・祝日）

アクセス

〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1

共催 ： 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

NPO 法人アレルギーを考える母の会

日本患者会情報センター

講演内容

研究所

病院

運営部門

（成育

救急センター入口
夜間出入口・防災センター

北玄関

研究所入口

西正面玄関

線

渋 谷新 宿

前駅

祖

二子玉川

「成育医療研究センター」「成育医療研究センター前」バス停下⾞
〜研究棟はバス停から⾒て左側茶⾊の建物です〜

駐⾞場︓お帰りの際「防災センター」にお⽴寄りいただくと１時間￥１００円

小田急・東急バス10分
「渋谷行」「用賀行」

「等々力操車場行」「都
立大学駅北口行」他

東急バス15分
「成城学園前駅行」

東急バス35分
「成育医療研究センター・

美術館行」

小田急・東急バス４５分

「成城学園前駅西口行」

徒歩
15分南口よりタクシー

７分

急行 各停

第13回アラジーポット学びの場講演会

資料準備の都合上事前に登録いただければ幸いです
登録・問い合わせ先：info@allergypot.net当日参加可能です

開場：１２：３０

１F玄関インターフォンを押して中に

お入りください。会場は２Fです。

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　　

「大きく変わる食物アレルギーの予防とアトピ ー性皮膚炎の治療」

「アレルギーの研究って何をしているの？」

「食物アレルギーの診断と日常生活」

国立病院機構福岡病院　名誉院長　　
日本アレルギー学会　顧問　

昭和大学医学部小児科学講座　講師　　

「アレルギー疾患対策基本法によって変わること、変えたいこと」

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　部長　　　

国立成育医療研究センター研究所　副所長　　　
日本アレルギー学会　理事長　　

司会

休憩

１３ ： ００－１３ ： ４５

１３ ： ４５－１４ ： ３０

１４ ： ４５－１５ ： ３０

１５ ： ３０－１６ ： １５

１４ ： ３０－１４ ： ４５

西間　三馨

今井　孝成　

斎藤　博久

大矢　幸弘

松本　健治
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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　　

「大きく変わる食物アレルギーの予防とアトピ ー性皮膚炎の治療」

「アレルギーの研究って何をしているの？」

「食物アレルギーの診断と日常生活」

国立病院機構福岡病院　名誉院長　　
日本アレルギー学会　顧問　

昭和大学医学部小児科学講座　講師　　

「アレルギー疾患対策基本法によって変わること、変えたいこと」

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　部長　　　
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