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アレルギー疾患対策基本法に基づく取り組み

都道府県アレルギー疾患医療拠点病院

・（独）国立病院機構相模原病院
・国立研究開発法人成育医療研究センター

【連絡協議会】
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（「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3月21日）および
「アレルギー疾患医療提供体制の在り方について」（平成29年7月）を基に作成）
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【都道府県アレルギー疾患医療協議会】
都道府県、拠点病院、医療機関、医療従事者、医師
会、市町村、教育関係者、患者、住民などで構成

都道府県アレルギー疾患対策推進計画
保健指導（健診）

幼稚園

連携連携

災害対策



都道府県・市町村の主な役割
（アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針）

第１ アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項

（２） 国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及び学

校等の設置者又は管理者の責務

カ 学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養

に関し必要な行為を行うことができない乳幼児、児童、生徒（以下「児童

等」という。）、高齢者又は障害者が居住し又は滞在する施設の設置者又は

管理者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び

症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めるとと

もに、その設置又は管理する学校等において、アレルギー疾患を有する児童

等、高齢者又は障害者に対して、適切な医療的、福祉的又は教育的配慮をす

るよう努めなければならない。

第２ アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾

患の予防のための施策に関する事項

（２） 今後取組が必要な事項について

国は、地方公共団体に対して市町村保健センター等で実施する乳幼児健康診

査等の母子保健事業の機会を捉え、乳幼児の保護者に対する適切な保健指導

や医療機関への受診勧奨等、適切な情報提供を実施するよう求める。



当会は平成25年から神奈川県内の児童相談所の

要請を受け、アレルギー専門医などを講師にし

た職員研修会のコーディネートを行っている。

平成29年度、30年度に各1回（2月28日、6月

29日）行った研修会の参加者に、アレルギー対

応の実情を聞き、課題を明らかする同内容のア

ンケートを行った。

○研修参加者：32人 アンケート回答者２８人

（回答率87.5％）

児童相談所、児童養護施設アンケート



アンケート内容

＜一時保護について＞
〇アレルギーの子どもの一時保護を担当したことがあるか？

・過去一年間でかかわった一時保護の全体の件数：

・そのうちアレルギーの病気がかかわっている件数：

（ 食物アレルギー 喘息 アトピー性皮膚炎 花粉症 その他 ）

〇アレルギーの病気がかかわった一時保護の対応事例（差し支えない範囲

で経過など出来るだけ具体的に）

〇アレルギーの対応で特に困った事例

〇アレルギー対応について相談できる人、部門などはあるか？

・ある （具体的に： ） ・ない

〇今回の研修以外にアレルギー研修に参加したことがあるか？

・ある （具体的に ） ・ない

〇必要と考える対応、体制などの意見、希望



＜施設別内訳＞

Ａ 児童相談所 18人

Ｂ 児童相談所 4人

Ｃ 児童相談所 1人

Ｄ 学園（児童養護施設） 1人

Ｅ 学園（児童養護施設） 1人
Ｆ ベビーホーム（乳児院） 2人

Ｇ 肢体不自由児療護施設 1人

合 計 28人

＜職種別内訳＞

児童指導員 7人

保育士 5人

管理栄養士 4人

児童福祉士 3人

社会福祉士 2人

児童心理士 2人

社会福祉主事 1人

看護師 1人

保健師 1人

栄養士 1人

未回答 1人

合 計 28人

＜研修参加者の内訳＞



Ａ 児童相談所 150人 30人（20％)

Ｂ 児童相談所 300人 40人（13％）

Ｃ 児童相談所 100人 20人（20％）

Ｅ 学園（児童養護施設） 7人 4人（57%）

Ｆ ベビーホーム（乳児院） 17人 5人（29％）
（児童相談所の一時保護件数は概数）

●症状は食物アレルギー、喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症

過去１年間の
一時保護件数

アレルギーが関
わっていた件数

＜子どもの「一時保護」とアレルギー＞



＜相談できる人、部門はあるか＞

・ある 16人（57％）

福祉事務所医師(1)、かかりつけ医師(3)、

看護師(9)、保健師(7)、栄養士(4)、ケー

スワーカー(1)、保育士(1)

・ない 7人（25％）

・未回答 5人（18％）
＜研修を受けたことがあるか＞

・ある 4人（14％）

主催：教育委員会(1)、行政栄養士会
(1)、児童養護施設(1)

・ない 16人（57％）

・未回答 8人（29％）
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一時保護の対応事例

●「ハウスダウトのアレルギー」ということで担当ＣＷから保護所内の換気を
こまめにしてほしいと依頼があった。しかし保護所で外（施錠開放）の空気
を何度も入れ替えるのは無断外出や外部の人の侵入の危険があり最低限にし
なければならず、匙加減がむずかしかった

●一時保護で夜間に受け入れた子どものアレルギー食の提供で困った

●食物アレルギー（大豆、乳、卵）のある中学生、他児とメニューが違うため
チェックが大変だった

●喘息の子が天候や季節ですぐに体調を崩し、入退院を繰り返していた

●食物アレルギーでアレルゲンの情報があれば除去対応、情報がなければ情報
が来るまで「塩むすび」を提供した

●本当にアレルギーなのか、食物なら好き嫌いかわからない。バターは駄目
といいながらクッキーはＯＫという児もいた。確認したくても養育者が不
在。検査するのか、お金はどうするのか？

●日光（？）アレルギーの子どもが入所した際、外出するときはクリームの
ようなものを塗っていた。窓から入る日光にも反応はでるのか？ 有効な
対策はあるのか？

●アレルギー児は基本的にお代わりできず、好物があってもお代わりをさせ
てあげられなくて、心苦しい思いをすることがある

●アレルゲンとなる食品が多いと他児童とメニューが異なり、本人も他児も
そのことに敏感になったり、自己判断で「食べられる」と意地になったり
と、精神的な援助が重要になっていた



一時保護の対応事例

●子どもは自分では行動の抑制ができない。喘息で苦しいのに走り回って遊
んでいる。掻くとひどくなるのに掻いてしまう、子どもの気持ちとアレル
ギーの症状、そのどちらにも対応していくのが難しい

●夜間の緊急保護でアレルギーの有無が分からなかった

●カップ麺のシーフードは食べられないと言っていた子がいたが、あらかじ
め除去してお湯を注げば食べられるのか迷った

●食物アレルギー児が他児と一緒に食事をとる際、他児の目や言葉に傷つけ
られてしまう

●一緒に食事をする中で配膳ミスが何度かあった。食べることはなかった
が、その際使う「エピペン」の使い方が分からなかった

●乳児のアレルギーによる肌荒れ、保護者の意に反して一時保護したお子さ
んで、皮膚の荒れのケアを適切にしていないとクレームを受け、引き取り
の理由とされトラブルになった

必要と考える対応・体制

●職場全体で同じ知識を共有できること

●定期的にアレルギーについての知識を共有できる機会がほしい

●アレルギーの基本的な知識は、突発的に子どもを預かる（事前の情報が
ない状態で）一時保護所の職員には必要な知識だと思う

●夜間でも相談できるダイヤルがあるといい

●緊急時に24時間相談できる体制が必要

●警察署（生活安全課）の署員にも研修が必要だと思う



＜アンケート結果まとめ＞

○「一時保護」で入所する子どもたちの13％～57％（施設別）
にアレルギーの病気があった。症状は食物アレルギー、喘
息、アトピー性皮膚炎、花粉症だった

○担当する職員の57％は、「アレルギーについて相談できる」
と答え、相談先の大半は自施設の看護師、保健師だった

○アレルギー疾患に関する研修に参加したことがある職員は
14％、57％は参加したことがなかった

○対応事例からは、必ずしも適切な診断がなされていない実
情、必要な対応を職員が十分には理解していない実情が浮き
彫りにされた

○「必要と考える対応・体制」では定期的な研修、緊急時にい
つでも相談できる体制を求める声があった

○関係する警察官に対する研修も必要とする声があった



＜結 語＞

○児童相談所、児童養護施設等の職員に対する、
アレルギー専門医が担当する研修を定期的に行
う必要がある

○研修会には関係する警察官も参加できる

○緊急の「一時保護」で預かるアレルギーの子ど
もの対応について相談できる、24時間体制の相
談機能を合理的な単位で設置する必要がある



アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針

第５ その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項

（１） アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上のための施策に

関する事項

ア ）国は、アレルギー疾患を有する者への対応が求められることが多い

保健師、助産師、管理栄養士、栄養士及び調理師等（以下「保健師

等」という。）がアレルギー疾患への対応に関する適切な知見を得

られるよう、地方公共団体に対して、関係学会等と連携し講習の機

会を確保することを求める

イ） 国は、保健師等の育成を行う大学等の養成課程におけるアレルギー

疾患に対する教育を推進する

ウ ）国は、保健師等のアレルギー疾患に係る知識及び技能の向上に資す

るため、これらの職種に関連する学会等が有する認定制度の取得等

を通じた自己研鑽を促す施策等の検討を行う



子どもの居場所での支援、地域の取り組みに、
多くの先生方の参画が期待されています。

終 わ り に


