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周囲の理解が得られず、孤立してアレ
ルギーに苦しんでいる患者さんを守り、

健康を回復してもらうために

〇相談活動：一人を大切に、共感と励ましを送り適切な
医療や学校・園・行政によるサポートへ橋渡しします

〇講演会・学習懇談会活動：羅針盤となる「治療ガイド
ライン」をともに学び、自ら治療に取り組むアドヒアラ
ンスを育て、自己管理を可能にします

〇調査・研究、提言活動：建設的で具体的な提案と協力
を惜しまず、アレルギー患者を支える仕組みづくりを働
きかけます

「母の会」はアドボカシー団体です

「母の会」の紹介
平成11年8月設立
平成20年4月NPO法人化



これまでに研修会を行った地域
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南三陸町の防災対策庁舎（平成23年4月20日）

最近の防災対策庁舎（今年８月31日）

（発災から7年で108回、6,387人が参加）

大槌町



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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関係学会等の認定制度

大気汚染の防止
受動喫煙の防止
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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（健診等）

幼稚園

連携連携

災害対策



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）

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

ウ）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。

新たな視点「保健指導」



「保健指導」の意味①＝出生前・直後からの取り組み

・学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン
・学校給食における食物アレルギー対応指針
・第2次「学校安全推進計画」
・放課後児童クラブ運営指針・解説書

・保育所におけるアレルギー対応ガイドライン
・新「保育所保育指針」
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○適切な情報の提供
○適切な医療へ橋渡し
○適切なスキンケア指導

これまでのアレルギー疾患対策の行政施策が、保育所の
段階から始まっていたのに比べ、出生前または出生後す
ぐに始まることになる



子どものアレルギーは乳児湿疹から始まり、いわゆる「アレルギー

マーチ」をたどることも多い。一方、きめ細かな泡で体を洗い適切に保

湿剤や軟膏を塗布する「スキンケア」を行うことで、アレルギー発症が

ハイリスクな乳幼児でもアトピー性皮膚炎の発症を3割以上減らせると

する高い信頼度（エビデンス）の研究が日本の国立成育医療研究セン

ターから発信され、発症予防に寄与することが期待される。

「保健指導」の意味②＝発症予防の可能性



●５か月健診、見てわかる湿疹が顔にあり皮膚もめくれてボロボロだったが、
母子手帳の健診の欄には「異常なし」とあり、指導事項は空欄になっている。
その日の日記には「保健師に皮膚科でいいところを聞いてみたけれどよく分
からないようだった」と書いてあった

●開業医で食物アレルギーを診断された後、1歳半健診で保健センターへ行った。

「栄養指導は開業医で行う」と言われた。後日その開業医に聞いたら、「栄
養指導は保健センターでしてもらって」とたらい回しされた

●健診で保健師の栄養相談を受けた。「医師にしたがって早く特定した方が良

い」「カルシウム不足が心配なら、海老を食べさせる。食べさせる量を気にし
ていたら、子どものためにならない。どんどん食べさせる」「家の近くでも、
病院でアレルギーを相談できているのだから十分」「見た目、アレルギーには
見えないから平気でしょ」「アレルギーを気にしすぎ」と言われた

●助産師に「耳の上や下が切れる子は、アレルギーが何かしらあるから気を付
けた方がいい」と言われた

●保健師や栄養士に健診や育児相談の時、「アレルギー大変ですね」「病院に
はかかっているのよね？」と言われた記憶しかない

●保健センターでの健診の際、保健師に湿疹について相談したら「石けんでは

洗わない方がいい」「アトピーか乳児湿疹かわからないから病院で先生に聞い
てみて」といわれ保健師の知識のなさに落胆した。離乳食の食事制限について
も相談したが、「卵や乳を遅らせたらいい」という回答だった

（現状） 保健センターで受けた指導、患者から寄せられた声



保健センターなどと連携した「保健指導」の試み
（参加者703人）

●平成29年10月3日（火）

・会場：「ミューザ川崎」」研修室

・共催：川崎市健康福祉局

・講師：（独）国立病院機構神奈川病院小児科アレルギー科医長・渡辺博子先生

・参加者：76人（乳幼児連れの親子20組、看護師、川崎市の担当課長ら5人など）

● 11月20日（月）

・会場：気仙沼市市民福祉センター「やすらぎ」

・共催：気仙沼市市民健康管理センター「すこやか」

・講師：東京都立小児総合医療センターアレルギー科・古川真弓先生

：小児アレルギーエデュケーター・本間恵美さん（米沢市立病院）

・参加者：午前＝親子40組を含む90人、午後＝保健師、栄養士、行政など専門職30人

● 12月2日（土）

・会場：岩手県釜石市保健センター、岩手県県山田町保健センター

・共催：岩手県釜石市保健センター、岩手県県山田町保健センター

・講師：国立成育医療研究センターアレルギー科・福家辰樹先生

・参加者：釜石市＝親子13組や市の保健師など37人

：山田町＝保健師、栄養士、保育士、赤ちゃんを連れた保護者など16人

平成29年度、（独）福祉医療機構 社会福祉振興助成事業



● 12月14日（木）

・会場：奈良県五條市の保健センター「カルム五條」

・共催：奈良県五條市、大阪狭山アレルギー・アトピーサークル「Smile・Smile」

・後援：五條市医師会

・講師：国立病院機構大阪南医療センター小児科医長・井上徳浩先生

：大阪狭山市保健センター保健師

・参加者：第１部＝16組の親子、五條市や近隣自治体の保健師、栄養士、行政の保健担

当者、教育委員会など60人、第２部＝医師、保健師、保育士、栄養士など35人

● 12月17日（日）

・会場、共催：横浜市旭区の市民活動支援センター「みなくる」

・講師：小児アレルギーエデュケーター・管理栄養士の長谷川実穂さん

・参加者：親子連れなど80人

●平成30年1月20日（土）

・会場：国立病院機構大阪南医療センター講堂

・共催：大阪狭山アレルギー・アトピーサークル「Smile・Smile」

・後援：大阪府、河内長野市医師会、富田林市医師会、大阪狭山市医師会など

・講師：国立成育医療研究センターアレルギー科医長・大矢幸弘先生

：国立病院機構大阪南医療センター小児科医長・井上徳浩先生

：近畿大学医学部附属病院小児科・竹村豊先生

：大阪狭山市保健センター保健師

・参加者：保護者、保健師、養護教諭、管理栄養士、調理師、保育士、看護師、医師、

薬剤師、行政関係者など154人



● 1月28日（日）

・会場：いわて県民情報交流センター「アイーナ」

・共催：東北地区小児アレルギーケア研究会

・講師：東京都立小児総合医療センターアレルギー科部長・赤澤晃先生

・協力：宮城県県立こども病院アレルギー科科長・三浦克志先生

：森川小児科アレルギー科クリニック院長・森川みき先生

・参加者：第1部＝看護師や栄養士、医師など47人、第2部＝保健師、栄養士など42人

（岩手県、青森県、宮城県、福島県、山形県から参加）

● 3月2日（金）

・会場：宮城県気仙沼保健福祉事務所

・共催：気仙沼管内（気仙沼市、南三陸町）栄養士会

・講師：東京都立小児総合医療センターアレルギー科・古川真弓先生

・参加者：市町の保健センターや高齢者施設などで働く栄養士など36人



赤ちゃんからできる スキンケアと食物アレルギー対策講座（配布資料） 平成29年11月20日 気仙沼市総合市民福祉センター

詳しくは
後ほど



平成29年11月20日 気仙沼市総合市民福祉センター
東京都立小児総合医療センター アレルギー科 医師 古川真弓



保護者 145
患者 1
看護師 29
医師 4
助産師 2
保育士 13
保健師 16
栄養士 4

管理栄養士 5
調理員 4
薬剤師 1
教職員 3
養護教諭 4
その他 14
未記入 4

246人 98.8％

3人 1.2％

スキンケアの必要性について

理解できた

どちらかと言えば

理解できた

回答者 249人

232人 93.2％

15人 6％

2人 0.8％

皮膚の洗い方について

理解できた

どちらかと言え

ば理解できた
無回答

回答者 249人

244人 98％

5人 2％

石鹸の泡立て方について

理解できた

どちらかと言えば理

解できた

回答者 249人

参加者アンケート

配布数 285人
回答数 249人
回答率 87.3％



231人 92.8％

17人 6.8％

1人 0.4％

軟膏や保湿剤を塗る量について

理解できた

どちらかと言えば

理解できた
無回答

回答者 249人

229人 92％

19人 7.6％

1人 0.4％

軟膏や保湿剤の塗り方について

理解できた

どちらかと言えば

理解できた

無回答

回答者 249人

208人 83.5％

39人 15.7％

2人 0.8％

湿疹と食物アレルギーの関係

理解できた

どちらかと言えば

理解できた

理解できなかった

回答者 249人

145人 58％

99人 40％

1人 0.4％、

4人 1.6％

取り組めるか、業務に生かせるか

取り組んでみたい

業務に生かしたい

分からない

無回答

回答者 249人

（専門職の100％）



207人 83.1％

41人 16.5％

1人 0.4％

スキンケア講座の内容に満足できたか

とても満足

満足

無回答

回答者 249人

245人 98.4％

3人 1.2％

1人 0.4％

スキンケアを乳幼児健診などで教えた方が良いか

教えた方が良い

どちらとも言えない

無回答

回答者 249人



（知識を得たい）
■アレルギーについて知識を補完したい
■予防のための知識を得たい
■「スキンケア」について知りたい

（子どもが心配）
■子どもの離乳食が始まったから
■子どもが乾燥肌だから
■子どもの湿疹が酷く悩んでいる
■初めての子育てが不安だから
■子どもがアトピーっぽい皮膚だから
■アレルギーが気になる

（治療がうまくいかない）
■アトピー性皮膚炎がコントロールできな
い

■子どもが喘息、アトピー性皮膚炎、自分
もアトピー性皮膚炎

（アレルギーについて知りたい）
■自分の子どもの皮膚が弱いので（看護師
など）

■仕事で食物アレルギーにかかわることが
多いので（看護師など）

■アトピー性皮膚炎についてしっかりと学
びたい（薬剤師など）

（スキンケアを知りたい）
■「スキンケア」について学べる機会は初
めてで参考になると思った（看護師等）

■赤ちゃんの「スキンケア」を親にうまく
アドバイスしたい（保健師・看護師）

■「スキンケア」を実践してみたい（保健
師）

■「スキンケア」の指導を行うことに自信
がない（看護師など）

■これから乳児の訪問活動を行うので「ス
キンケア」を学びたい（保健師）

■外来で軟膏の塗り方の指導が難しいと感
じている（看護師）

参加した動機（専門職）参加した動機（保護者）

（KJ法カテゴリー分類）参加者アンケート



参加した感想（保護者）

（実践したい）
■これまでなかなか肌が改善しなかったので、習ったことを実
践したい

■不安だらけの毎日だったが安心できた
■パパと協力して実践していきたい
■家族で取り組んでいきたい
■不安だったが、具体的には何をするべきか教えてもらい本当
に嬉しい

■子どもが産まれた6年前と、今のアレルギー治療に対する考
えの違いを感じた

■子どもの湿疹に悩んでいたのでとても参考になった。しっか
りやっていきたい

■きめ細かな泡でしっかりと洗いて保湿も行い、“もちもち“な
肌を保ちたい

（目から鱗）
■泡の立て方の実習は大変にためになった
■普段も泡立てて行っているつもりだったが「足りない」と実
感した

■石鹸を使わずに顔を洗っていた。これからしっかり泡立てて
顔も洗ってあげたい

■「スキンケアが大事」と耳にしてはいたが、ここまで重要と
は思っていなかった

■目から鱗だらけの話だった。考えることが多く戸惑っている



参加した感想（保護者）＝続き

（もっと早く知りたかった）
■子どもが産まれる前に知りたかった
■もっと早く知りたかった。若いママにもぜひ健診で伝えてあ
げてほしい

■子どもが産まれる前のお母さんにもスキンケアを学んでほし
い

（医師や専門職に知ってほしい）
■産院で出産後すぐに教えてもらいたいと思った。沐浴指導だ
けでは不足している

■小児科の医師にも周知してもらいたい
■妊婦さんや保健師さん、産婦人科でもスキンケアの講習が
あったらいいと思う

■皮膚科では薬を処方してもらうだけで塗り方や塗る期間など
の説明がなく自己判断で塗っていた。それで悪化を繰り返し
ていることに気付いた

（情報が多かった）
■情報が満載だった
■資料が多く良かった



参加した感想（専門職）

（実習が良かった）
■泡立てや軟膏の塗り方を分かりやすく知ることができた（保育士）
■講義だけでなく実習もあり、理解が深まった（保健師）
■石鹸の泡立て方は実際やっているのが足りなかったと実感した（管
理栄養士）

■実技でとてもよく分かった。毎日の入浴で取り組みたい（栄養士）

（初めて知った）
■理解したつもりでいたスキンケアについて初めて知る点がいくつか
あった（保育士）

■食物アレルギーは遺伝しない、スキンケアで食物アレルギーが予防
できるという内容が印象的だった

■スキンケアと食物アレルギーの関係性を知り、スキンケアの大切さ
を実感した（保育士）

■湿疹と食物アレルギーが関係していることを知ることができ大変良
かった（調理員）

（出産前から教えた方が良い）
■妊娠中に知っておくと産後すぐに習慣づいて予防になると感じた
（保育士）

■出産を控えたお母さんに洗い方指導を体験してもらいたい（教員）
■出産時の沐浴指導で教えてもらいたい。産科や助産師にも広げてほ
しい（保健師）



参加した感想（専門職）＝続き

（保健指導に役立つ）
■業務で保湿について質問されることが多いので、お母さんた
ちに伝えたい（保健師）

■お母さんに十分な助言ができていなかった。学んだことを業
務に生かしたい（保健師）

■ベビーのスキンケアをママたちへ伝えていきたい（助産師）

（学校・園で役立つ）
■アトピー性皮膚炎の塗り薬を預かっている。塗り方が勉強に
なった（保育園勤務の看護師）

■食物アレルギーの園児の食事の与え方なども勉強になった
（保育園勤務の看護師）

■病院により診断が違って悩んでいる保護者がいる。情報が広
く伝わればいい（保育士）

■子どものスキンケアをもっと丁寧にしてあげたいと思った
（養護教諭）

■来室する児童に対して適切に対応し、学んだことを保護者と
共有したい（養護教諭）



「保健指導」の試みの結果とまとめ

（結果）

〇「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」に「乳
幼児健康診査等の母子保健事業の機会」を捉えて行うとされ
たアレルギーの「保健指導」を、自治体や保健センターなど
と連携して試みた

〇「スキンケア」に取り組んだ保護者からは「子どもが産まれ
る前に知りたかった」など、保健師など専門職からも「お母
さんに十分な助言ができていなかった。学んだことを業務に
生かしたい」など、「保健指導」の有用性を表す声があった

〇アレルギーの「保健指導」について、アンケート回答者のほ
ぼ全員が「行った方が良い」と答えた

（まとめ）

〇「保健指導」の必要性、有用性を示す評価を得たことを踏ま
え、「試み」を継続しながら、厚生労働省などに対しアレル
ギーの「保健指導」の充実を働きかけていきたい



都道府県における母子保健に関する研修体制
～母子保健分野における保健師の人材育成の現状と課題～

全国保健師長会 健やか親子特別委員会



小児医療の最近

• 少子化、ワクチンの浸透、アレルギー診療の確立、医療の進
歩などにより、急性期の医療負担が軽減

• かつて救命が問題とされたがん、心疾患、未熟児などが長期
生存するようになり、医療の問題よりも、発達障害など精神疾
患を含めて慢性疾患を抱える子どもたちの福祉や生活支援が
大きな課題

• 疾病の一次予防・二次予防が再度重要化しており、医療と公
衆衛生の狭間がなくなり、予防学的アプローチを必要としつつ
ある状況

• 小児科医の育児コンサルタント・コーディネーターとしての役割

• 学校、保育所・幼稚園などを含めた地域全体が対象に

第121回日本小児科学会学術大会 森臨太郎先生：国立成育医療研究センター
政策科学研究部長・日本小児科学会小児医療体制委員長の講演スライド



「報告書」を活用して推進（これまでに約1000部を配布）

○厚生労働省がん・疾病対策
課、保育課、母子保健課

○都道府県、政令指定都市、中
核市の「母子保健」担当

○群馬県内全の全市町村（36）
の「母子保健」担当

○東日本大震災、熊本地震の被
災自治体（40市町村）の「母
子保健」担当

○神奈川県内の20市の「母子保
健」担当

○日本アレルギー学会、日本小
児アレルギー学会、日本小児
臨床アレルギー学会、小児科
学会の指導的な医師など



学会等で発表、「報告書」を活用して推進

特別企画１「基本法でアレルギー医療はどう変わる
か」で報告（平成29年11月18日）

第54回 日本小児アレルギー学会学術大会（宇都宮）

第18回 食物アレルギー研究会（パシフィコ横浜）

第67回 日本アレルギー学会学術大会（幕張メッセ）

シンポジウム4「拠点病院からみたアレルギー対策基
本法」で報告、報告書を配布（平成30年6月22日）

一般演題で報告（平成30年2月18日）

（平成29年11月18日 第54回日本小児アレルギー学会）

第35回 日本小児臨床アレルギー学会（福岡国際会議場）

展示、アンケート調査を実施、報告書を配布（平成30
年7月28日、29日）

一般演題で報告、報告書を配布（平成30年10月26日）

第77回 日本公衆衛生学会総会（郡山）

第55回 日本小児アレルギー学会学術大会（岡山）

報告書を配布（平成30年10月20日、21日）

（平成30年7月29日第54回日本小児臨床アレルギー学会）





厚生労働省、与党に「保健指導」推進を働きかけ

○厚生労働省健康局健康課
・課長
・地域保健推進専門官
・保健指導専門官
（平成29年11月28日、平成30年4月27日）

○厚生労働省子ども家庭局母子保健課
・課長補佐、係長
・栄養専門官
（平成29年12月27日、平成30年4月27日）

厚生労働省健康局健康課（平成29年11月28日）

○厚生労働省健康局がん・疾病対策課
・課長
・課長補佐
（平成30年4月27日、7月13日）

公明党厚生労働部会、アレルギー疾患対策PT
合同会議（平成30年7月19日）

○公明党厚生労働部会、アレルギー疾患対策
プロジェクト合同会議
・厚生労働省健康局長、がん・疾病対策課長
・厚生労働省子ども家庭局保育課保育指導専門官
・文部科学省健康教育食育課企画官
・日本アレルギー学会理事長
・日本アレルギー学会「基本法」対策室長
（平成30年7月19日）



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

「アレルギー疾患 保健指導ガイドライン」作成を
（厚生労働省、学会が連携）



「アレルギー疾患 保健指導マニュアル」（仮称）作成へ

「アレルギー疾患に対する厚生労働省

の取り組み」

演者：貝沼圭吾

（厚生労働省健康局がん・疾病対策課）

第55回日本小児アレルギー

学会学術大会

招請講演 （先週10月21日）

「保健指導マニュアル（仮称）を作成する」

（平成30年度 厚生労働科学特別研究事業）


