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平成28年２月3日～12月2日

アレルギー疾患対策推進協議会
平成27年１２月に施行された「アレルギー疾患対策基本法
」に基づき厚生労働省に設置されたアレルギー疾患対策推
進協議会の委員を拝命、国の「基本指針」作成に携わった

第1回協議会（2月3日）で、「母
の会」は医療の実情、患者の現状
などを報告した

平成24年10月 内閣府「避難所における良好な生活環境の確保に関する検討会」委員
平成25年5月 文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議」委員
平成26年4月 文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル作成委員会」委員
平成26年4月 文部科学省「学校事故対応に関する調査研究有識者会議」委員
平成26年4月 消費者庁「外食等におけるアレルゲン情報の提供の在り方検討会」委員
平成27年4月 日本小児アレルギー学会「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2017」作成委員

平成30年2月 日本小児アレルギー学会小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2020」作成委員
平成30年7月 厚生労働省「免疫アレルギー疾患研究戦略検討会」委員
平成30年10月 日本小児アレルギー学会「食物アレルギー診療ガイドライン」作成委員
平成30年11月 日本学校保健会「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」改訂委員会委員

その他、「母の会」の主な活動



Ⅱ．アレルギー疾患対策基本法の全体像

【基本的な文書】

・アレルギー疾患対策基本法（平成27年12月施行）

・「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）

30分もあれば
読めるので、
一度、目を通
してください



第１章総則（第１条～第10条）

第２章アレルギー疾患対策基本指針等（第11条～第13条）

第３章基本的施策

第１節アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減（第

14条・第15条）

第２節アレルギー疾患医療の均てん化の促進等（第16条・

第17条）

第３節アレルギー疾患を有する者の生活の質の維持向上

（第18条）

第４節研究の推進等（第19条）

第５節地方公共団体が行う基本的施策（第20条）

第４章アレルギー疾患対策推進協議会（第21条・第22条）

附則

アレルギー疾患対策基本法の構成



第３条 アレルギー疾患対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われな

ければならない。

１ アレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生

し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患の重症化の予防及び

症状の軽減に資するため、第三章に定める基本的施策その他のアレル

ギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活環境の改善を図る

こと。

２ アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域にかかわらず等しく

科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る医療（以下「アレル

ギー疾患医療」という。）を受けることができるようにすること。

３ 国民が、アレルギー疾患に関し、適切な情報を入手することができる

とともに、アレルギー疾患にかかった場合には、その状態及び置かれて

いる環境に応じ、生活の質の維持向上のための支援を受けることができ

るよう体制の整備がなされること。

４ アレルギー疾患に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進する

とともに、アレルギー疾患の重症化の予防、診断、治療等に係る技術の

向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。

アレルギー疾患対策基本法の狙い

患
者
の
願
い



多職種の連携でアレルギー疾患対策を推進

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】

都 道
府

県

（「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連絡協議会】
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
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第３条 アレルギー疾患対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われな

ければならない。

１ アレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生

し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患の重症化の予防及び

症状の軽減に資するため、第三章に定める基本的施策その他のアレル

ギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活環境の改善を図る

こと。

２ アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域にかかわらず等しく

科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る医療（以下「アレル

ギー疾患医療」という。）を受けることができるようにすること。

３ 国民が、アレルギー疾患に関し、適切な情報を入手することができる

とともに、アレルギー疾患にかかった場合には、その状態及び置かれて

いる環境に応じ、生活の質の維持向上のための支援を受けることができ

るよう体制の整備がなされること。

４ アレルギー疾患に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進する

とともに、アレルギー疾患の重症化の予防、診断、治療等に係る技術の

向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。

Ⅲ．動き出した施策



アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会 報告書（平成29年7月28日）概要

○ 平成29年3月に、「アレルギー疾患対策基本法」に基づき策定された「アレルギー疾患対策基本指針」において、国は、アレル
ギー疾患医療の提供体制について検討を行い、その検討結果に基づいた体制を整備すること等とされたことを受け、平成29年4月
に、「アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会」を設置した。
○ 平成29年７月に同検討会報告書がまとまり、都道府県が、住民の居住する地域に関わらず適切な医療や相談を受けられる体
制を整備する上で、参考となる考え方を示した。なお、同日に都道府県に対し、局長通知を発出した。

主な内容
●中心拠点病院の役割
・ 国立成育医療研究センターと国立病院機構相模原病院の
２施設を、「中心拠点病院」と基本指針において定めた。
・ 「中心拠点病院」は、「全国拠点病院連絡会議」を開催し、
都道府県拠点病院間での連携を図ること等を示した。

●都道府県の役割
・ 都道府県アレルギー疾患医療拠点病院を、原則１～２カ所
選定する。
・ 都道府県拠点病院を中心に実施されるアレルギー疾患対策の
企画・立案を行う「都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会」を
設置する。

●かかりつけ医、薬局・薬剤師の役割
・ 科学的知見に基づく適切な医療に関する情報に基づき、
適切な治療等を行う。
・ 診療所と一般病院との連携、または薬局・薬剤師とも連携し、
必要に応じて、都道府県拠点病院との連携を図る。

●その他
・ アレルギー疾患医療全体の質の向上を進めるために、中心
拠点病院、都道府県拠点病院、診療、情報提供、人材育成、
研究等の観点から整理した。
・ 都道府県拠点病院の選定要件や連絡協議会の役割、想定
される構成の考え方を示した。

平成29年7月28日には、各都道府県知事に対し、報告書の
内容等について、健康局長通知を発出。

（厚生労働省がん・疾病対策課）



都道府県アレルギー疾患拠点病院選定状況（平成31年1月1日現在）

20 名古屋大学医学部付属病院 平成30年10月1日

21 名古屋市立大学病院 平成30年10月1日

22 藤田医科大学病院 平成30年10月1日

23 藤田医科大学ばんたね病院 平成30年10月1日

24 愛知医科大学病院 平成30年10月1日

25 あいち小児保健医療総合センター 平成30年10月1日

26 独立行政法人国立病院機構　三重病院 平成30年3月30日

27 三重大学医学部附属病院 平成30年3月30日

28 滋賀医科大学医学部附属病院 平成30年3月1日

29 滋賀県立小児保健医療センター 平成30年3月1日

30 近畿大学医学部附属病院 平成30年6月1日

31 大阪はびきの医療センター 平成30年6月1日

32 大阪赤十字病院 平成30年6月1日

33 関西医科大学附属病院 平成30年6月1日

34 神戸大学医学部附属病院 平成30年2月1日

35 兵庫医科大学病院 平成30年2月1日

36 神戸市立医療センター中央市民病院 平成30年2月1日

37 兵庫県立こども病院 平成30年2月1日

38 国立病院機構南岡山医療センター 平成30年9月1日

39 岡山大学病院 平成30年9月1日

・・・アレルギー疾患対策都道府県拠点病院モデル事業採択病院

岡山県

愛知県

兵庫県

大阪府

滋賀県

三重県

都道府県名 医 療 機 関 名 選 定 時 期

1 青森県 弘前大学医学部附属病院 平成30年7月2日

2 東北大学病院 平成30年8月1日

3 宮城県立こども病院 平成30年8月1日

4 茨城県 筑波大学附属病院 平成30年3月27日

5 栃木県 獨協医科大学病院 平成30年10月1日

6 埼玉県 埼玉医科大学病院 平成30年3月23日

7 千葉県 千葉大学医学部附属病院 平成30年3月29日

8 神奈川県立こども医療センター 平成30年10月26日

9 横浜市立みなと赤十字病院 平成30年10月26日

10 福井県 福井大学医学部附属病院 平成30年10月1日

11 山梨県 山梨大学医学部附属病院 平成30年6月5日

12 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 平成30年5月25日

13 国際医療福祉大学熱海病院 平成30年10月1日

14 順天堂大学医学部付属静岡病院 平成30年10月1日

15 静岡県立総合病院 平成30年10月1日

16 静岡県立こども病院 平成30年10月1日

17 静岡済生会総合病院 平成30年10月1日

18 浜松医科大学医学部付属病院 平成30年10月1日

19 浜松医療センター 平成30年10月1日

宮城県

神奈川県

静岡県

（厚生労働省がん・疾病対策課）



ビジョンの実現に必要とされる３つの目標と戦略

免疫アレルギー疾患研究10か年戦略の全体像

10年後に目指すべきビジョン
産学官民の連携と患者の参画に基づいて、免疫アレルギー疾患に対して「発症予防・重症化予防によるQOL改
善」と「防ぎ得る死の根絶」のために、「疾患活動性や生活満足度の見える化」や「病態の「見える化」に基づく層別
化医療及び予防的・先制的医療の実現」を通じて、ライフステージに応じて、安心して生活できる社会を構築する

目標１
「革新的な医療技術に基づく層別化医
療及び予防的・先制的医療」の実現に
向けて、基盤となる基礎研究・疫学研
究・臨床研究を推進することで、免疫
アレルギー疾患の根源的な本態解明
を目指す

目標２
国民一人一人の貢献を重要視し、国内
外の産学官民のあらゆる力を結集して
国際的な研究開発を進められる仕組
み作りを行い、かつ患者を含む国民が
参画する研究成果の社会への効果的
な還元を目指す

目標３
ライフステージ等の疾患特性に応じた
医療の最適化や、一部の重症免疫ア
レルギー疾患における「防ぎ得る死」を
ゼロにするために、各疾患の特性に基
づく予防法や治療法を広く社会に普及
させることを目指す

戦略１：本態解明
先制的治療等を目指す免疫アレル
ギーの本態解明に関する基盤研究

戦略２：社会の構築
免疫アレルギー研究の効果的な推進
と社会の構築に関する横断研究

戦略３：疾患特性
ライフステージ等免疫アレルギー疾患
の特性に注目した重点研究

免疫アレルギー疾患が有する特徴
・多くは慢性の経過をたどり、改善や悪化を繰り返すことがあるために、長期にわたり生活の質を著しく損なう
・アナフィラキシーや一部の薬剤アレルギーなど、突然の増悪により、致死的な転機をたどる場合もある

（免疫アレルギー疾患研究戦略検討会報告書）

（厚生労働省がん・疾病対策課）



疫学研究にしっかりと取り組んでほしい。10年後の革新的な治

療、根本治療の研究も大事だが、今ある「標準治療」でほとん

どの人が症状なく普通に暮らせるのだから、「標準治療」を普

及させる臨床研究、政策的な研究に力を入れてほしい。

検討会での「母の会」の主張

免疫アレルギー疾患においては、長期の疾患管理を必要とする

等の理由により、治療や生活の満足度が低いことが多い。また、

医療に求められるニーズだけではなく、社会に対してのニーズ

等の収集・評価も不十分である。そのため、国民の理解と参画

に基づいて疫学研究が実施され、遺伝学的要因・環境要因に関

する情報と、患者ニーズの両者を包括的に査・評価を行い、そ

の上で患者ニーズを充足するために重要な基礎研究及び臨床研

究を実施する必要がある。さらに、それらの研究成果を社会実

装していくための政策的な研究も必要となる。

免疫アレルギー疾患研究戦略検討会報告書（平成30年12月）



第３条 アレルギー疾患対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われな

ければならない。

１ アレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生

し、かつ、重症化することに鑑み、アレルギー疾患の重症化の予防及び

症状の軽減に資するため、第三章に定める基本的施策その他のアレル

ギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活環境の改善を図る

こと。

２ アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域にかかわらず等しく

科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る医療（以下「アレル

ギー疾患医療」という。）を受けることができるようにすること。

３ 国民が、アレルギー疾患に関し、適切な情報を入手することができる

とともに、アレルギー疾患にかかった場合には、その状態及び置かれて

いる環境に応じ、生活の質の維持向上のための支援を受けることができ

るよう体制の整備がなされること。

４ アレルギー疾患に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進する

とともに、アレルギー疾患の重症化の予防、診断、治療等に係る技術の

向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。

Ⅳ、まだほとんど動きだしていない取り組み



【基本法に合わせた動き】

○「学校のアレルギー疾患対策に対する取り組みガイドラン」改訂（30、31年度）

○「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」見直し（30年度）

○第2次「学校安全推進計画」に食物アレルギー対策（平成29年3月 閣議決定）

○新「保育所保育指針」に食物アレルギー対応（平成30年4月から適用）

○「放課後児童クラブ運営指針解説書」に食物アレルギー対応を明記（平成29年3月）

（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、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。

①患者の「生活の質の維持向上」を支える専門職の育成



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

②対策が動き出していない「子どもの居場所」
（第55回日本小児アレルギー学会で報告）



＜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



③ 3年目の折り返し、評価をどうするのか？

（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

(５) アレルギー疾患対策基本指針の見直し及び定期報告

法第11条第6項において、「厚生労働大臣は、アレルギー疾患医療に関する状況、

アレルギー疾患を有する者を取り巻く生活環境その他のアレルギー疾患に関する状況

の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、少なくとも5年ごとに、アレルギー疾患

対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければな

らない。」とされている。

本指針は、アレルギー疾患を巡る現状を踏まえ、アレルギー疾患対策を総合的に推

進するために基本となる事項について定めたものである。国は、国及び地方公共団体

等が実施する取組について定期的に調査及び評価を行い、アレルギー疾患に関する状

況変化を的確に捉えた上で、厚生労働大臣が必要であると認める場合には、策定から

5年を経過する前であっても、本指針について検討を加え、変更する。

何を調査し、どのような基準で評価するのか？



Ⅵ．施策の展開、主役は「自治体」

【アレルギー疾患対策基本法】

第20条 地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の

実情に応じ、第14条から第18条までに規定する施策を講ずる

ように努めなければならない。

当然のこと
ですが、施
策の現場は
市町村です



都道府県・市町村の主な役割（基本指針）①

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。

(２) 地域の実情に応じたアレルギー疾患対策の推進

ア 地方公共団体は、アレルギー疾患対策に係る業務を統括する部署の設

置又は担当する者の配置に努める。

イ 地方公共団体は、地域の実情を把握し、医療関係者、アレルギー疾患

を有する者その他の関係者の意見を参考に、地域のアレルギー疾患対策

の施策を策定し、及び実施するよう努める。



都道府県・市町村の主な役割（基本指針）②

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。



患者の声

法律は「枠組み」
患者の声が医療、行政を動かす

奢らず！ 臆せず！ 建設的に！

「母の会」の
3モットー


