
やまぐち子育て福祉総合センター実績報告 

 

 専門研修「0・1歳児の命を守る」～アレルギーから子どもの健康と命を守ろう～ 

日時・・・12月 6日（木） 13:30～15:30 

場所・・・山口市立山口保育園 2階遊戯室 

講師・・・野瀬内科小児科医師・大内すこやか保育園 野瀬橘子先生 

参加人数・・57人（うちセンター職員 4名） 

資料・・・山口県医師会作成「食物アレルギー」テキスト 

     山口市内保育園の“食物アレルギー”についてのアンケート調査 

     山口市の生活管理指導表等 

     食物アレルギー対応票・緊急時個別対応票・エピペン対応票・除去解除届等 

内容・・・ 

○食物アレルギーの子どもは間違いのないようにすることが必要 

 しかし、何かあった時はしっかりした対応がとれるよう保育士の心構えが大切 

 

○山口市内保育園の“食物アレルギー”についてのアンケート調査からみえてきたこと 

 ①低年齢児ほど高い 

 ②卵・乳のアレルギーが多い 

 ③粘膜（目や口等）に症状がでる場合、呼吸器（ぜんそく）、皮膚（アトピー）など 

  さまざまである 

○食物アレルギーとアナフィラキシー、その対応は？ 

 ガイドライン 

 ・厚生労働省 研究班 

 ・日本小児アレルギー学会 

 ・全国保育協議会 

 それぞれのガイドラインがあるが、集団の中のアレルギーとしてとらえると、全国保育協議会の 

 ガイドラインが、適しているように思う 

 

○食物アレルギーによりひきおこされる症状 

 ・皮膚症状（紅斑、じんま疹、掻痒など） 

 ・粘膜症状（結膜充血、浮腫、搔痒感、眼瞼浮腫など） 

 ・消化器症状（嚥下困難、腹痛、悪心など） 

 ・全身症状    全身症状がでたら、アナフィラキシーをおこす可能性が高い  

  

○即時型食物アレルギーの臓器別症状出現頻度 

 ・皮膚  （92.0％） 

 ・呼吸器 （33.6％） 

 ・粘膜  （28.0％） ※口、眼が腫れる、陰部を痒がるときは要注意 

 ・消化器 （18.6％） 

 ・ショック（10.4％） ※約 1割がショック状態になる 

 

 



 即時型アレルギーの年齢別原因頻度の調査より 

  乳幼児期は卵、牛乳、小麦が多い    洋食系に利用することが多い 

  大人になると甲殻類等が増えてくる（バラエティに富んでくる） 

 

○食物アレルギーに対する社会的対応 

＜その１＞ 

 加工食の表示 

 H14年 重篤なアレルギー症状をひきおこすことが明らかである食品の表示 

 H20年 えびやかに等を追加（27品目） 

 しかし、店頭販売やレストラン等では表示がないので注意が必要 

 

＜その２＞ 

 園や学校への情報提供（診断書） 

 ・生活管理指導票 

  診断をする医師によって対応や判断は様々だが、除去食については完全解除か完全除去の二者択一が 

  望ましい 

  園や学校では「誤食」がおきるという問題点はある 

 

＜その３＞ 

 生活管理票だけでは安全とは言えない 

 ・現在のアレルギー歴を良く理解しておく必要がある（いつから？どんな症状？）   

 ・予防対策マニュアルの作成 

 集団生活の中で患者へのアレルギー疾患生活管理指導以外の配慮は？ 

 ・除去しすぎると低身長への影響や発達、栄養面が心配される 

  また、食べられないということからのメンタル面のケアも必要 

      以前より緩和している 

 

○食物アレルギー児の命を守る 

・アナフィラキシーショックの対応 

  

 

 

 

  アレルギー症状で、血圧低下や意識障害を伴う場合は迅速にエピペンを使用する 

  ※はやく使用しないと効き目がなくなる 

 ・食物によるアナフィラキシー重症度 

  ①軽度 ②中度 ③重度 

  ②の中度の場合も③の重度に進む可能性が高いので、早急に救急車を呼ぶこと！ 

   ※保育園で判断するのは危険 

    何かあってからでは遅いので、様子をみるよりもとにかく救急車を呼ぶこと 

 

 

アナフィラキシーとは？ 

アナフィラキシーとはアレルゲン等の進入により複数の臓器に全身的アレルギー症状をひきおこされ 

急激に生命に危機を与える過敏反応=アナフィラキシーショック 

 



 ・アナフィラキシー発症から心停止までの時間 

  薬剤性（5分） 

  蜂  （15分） 

  食物 （30分） 

  ※おかしいと感じたら、30分以内に病院へ行くこと 

 ・食物アレルギーによるアナフィラキシーショック死 

  1996~2001  15名（年に 3人程度） 

  2006~2011 27名（年に 4,5人程度） 

  ※エピペン治療投入後 

  2012・2013 各 2名  エピペンの投入により死亡数が減っている 

  蜂にさされた時にアナフィラキシーショックをおこすこともあるので、エピペンを預かっている子どもが 

  園外保育へ行くときは、エピペンを持参すると良い 

 ・アナフィラキシー発症時の初期対応 

  メモ（記憶と記録）が大切！ 

  何時に、何が(症状)、どうなった？それから？・・・など正確に細かくメモをする 

  何時にどういった症状がでてきたか、具体的に！ 

  初期対応 ①観察、状況把握 

       ②助けを呼ぶ 

       ③アドレナリン自己注射（エピペン） 

       ④仰向けにする（立位ではなく仰臥位にする。じっと寝かせる） 

※足をあげると良い、嘔吐等ある場合はつまらせないように顔は横向きに 

       ⑤救急要請をする 

 ・緊急性が高いアレルギー症状への対応 

  苦しがるときは仰向けでばんざいの姿勢をとる 

 

○安心、安全な保育とは？ 

 １、ミスを覚悟しておく（ミスを知る、ミスの勉強が予防） 

 ２、ミスをさせない（ミスの予防） 

 ３、ミスをどうする（ミスの処置と対応=マニュアル作成） 

 ４、ミスをどう評価するか（ミスを反対） 

  保育にミスは許されません！ 

 しかし、ミスをおそれない安心、安全な保育とは？ 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

・保護者と保育者の強い信頼と協力関係 

・可能なのか？不可能なのか？ 

・可能ならばみんなで考えよう（結果を共有） 

・小さな子どもの命を守るため 

・保育園の安心、安全保育のため 



○食物アレルギーの死亡事故事例より 

・もともとネグレクトお子さんで児童相談所で保護されていた 

・食物アレルギー（卵）あり 

 7:30 朝食を食べる。その際、おかわりのちくわ（1/10本）を誤って食べた 

 11:50 昼食を食べる。 

 12:25 午睡     午睡中に死亡 

・おかわりにちくわをあげたことが事故原因（死亡原因）と判決された 

 問題点・・・おかわりに除去食が用意されていなかった 

       午睡チェックをきちんとしていなかった 

・民事裁判で市、機関に 9000万円を求める    市に対して 5000万円の損害賠償の支払いの判決 

 ちくわを食べて７時間でアナフィラキシーの明らかな症状は認められなかったが、朝食で食べたもやしが、 

 胃に残っていたことから、ちくわの吸収が遅れたのでは？と考えられ死亡原因がちくわによる、アレルギー 

 とされた 

 ※この事例より 

・食べてすぐに明らかなアナフィラキシーショック状態にならないこともある 

   アレルギーをひきおこす食材を食べた場合は、2時間以降も見守りが必要 

   教育・保育施設におけるアレルギー対応にどのような水準の注意義務や安全対策が求められるか？ 

  ・事故防止のヒント 

   3歳になると、午睡のチェックを行わない園もあるが、SIDSの可能性は０ではない 

   朝の受け入れや、日中の子どもの様子を良く見て、初期の段階で体調変化に気づくこと 

   様子がおかしいと感じた場合は、特に睡眠中の様子にも注意すること（10分～15分の間隔でチエック） 

 

○山口市内の保育園における“食物アレルギー”の実態 

＜H28年度＞ 

 ・アナフィラキシー  20／146例 

 ・アレルゲン  卵（110） 牛乳（60） 小麦（21） ピーナッツ（21） 

 ・食物アレルギーの年齢別実態 

  保育園 1位 たまご、2位 牛乳 

 ・食物アレルゲンによるアナフィラキシー発症率 

  無し(86％)、有り（14％）・・・どの年齢でもおこりうる 

 ・食物アレルギー児のアレルギー疾患について 

  アトピー、ぜんそく、鼻炎、結膜炎 

  大きい子どもの方が複雑なアレルギー反応をおこしやすい 

 

 

＜H30年度＞ 

 ・アンケート配布数（４９） 

 ・有効回答数（３８） 

 ・回収率（７７．６％） 

 

 

 



1種類 161

人 

60% 

２種類 60

人 

22% 

3種類 25人 

9% 

４種類 24

人 

9% 

皮膚炎 

37人 

14% 

即時型 211

人 

80% 

その他 17

人 

6% 

 

Ⅰ・各園の罹患率の実態 

罹 患 率 園 数（％） 

5％未満 11園（35.5％） 

5.0～1.0 11園（35.5%） 

10.0～15 7園（22.6％） 

15.1以上 2園（6.5％） 

 

Ⅱ・除去食の数 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ・アレルギーの病型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ・アナフィラキシー既往の有無 

  有りが 30人（14％） 

Ⅴ・アナフィラキシー時の対応 

 １．治療について 

 

   

 

※ステロイド剤を使用している 

 子どもは重症な場合が多い 

 

 

 

治 療 法 

処方薬有り  46人 
   抗ヒスタミン剤  45人 

   ステロイド剤   16人 

    処方薬無し  72人 

    エピペン    23人 

・3種類以上は調理師の負担が増える 

・行政とも連携をとり、現場の声を聞い

て、今後どうするべきか、検討する必

要があるのでは？ 

・食事後や午睡後に口の周りが赤くなる 

 子どもは即時型 

・以前よりアトピーの子どもは少し減っ

たように感じる。即時型の子どもが増

えている 



Ⅴ・アナフィラキシーの対応 

 ２．マニュアルの有無 

   有り・29園（76％） 

   無し・ 4園（11％） 

   マニュアルを作って共有することがとても大切 

   避難訓練と同じようにみんなで、意識して共通認識する 

Ⅵ・アナフィラキシーショックで生命の危険を経験した児について 

  0歳児（男児 2名） 

  1歳児（男児 1名） 

  2歳児（男児２名） 

  3歳児（男児１名） 

  4歳児（男児 2名・女児 1名） 

  5歳児（男児 2名） 

  ※男児が多い 

Ⅶ・除去食解除の申し出があった時の問題点について 

  現在は、経口免疫療法の負荷試験として、アレルギーの食材も完全解除、または、一部解除と 

  される場合もある。医師によって、対応や考え方がちがうので、現場の保育士、調理師が混乱 

  したり、悩んだりするという問題点をあげられた園が多くあった。 

  ・除去が解除になっても、園で食べさせた時に症状がでる（発疹、下痢、口の周りが赤くなる等）場合は 

   再度、除去をする。 

  ・経口免疫療法の負荷試験と考えられる児には、園では解除しない（家庭では除去しない場合も） 

  ・検査は陰性だが、保護者が解除に不安がある場合は、保護者の気持ちを尊重して除去食にするが、 

   コミュニケーションをとり、進めていく必要がある 

  ※保育園では危険なことはしない！ 

Ⅷ・「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」について 

  病院によって書き方が異なっている、字が細かくて見にくい、内容が理解しづらい、などの 

  意見があがっている 

  ※参考資料（八王子市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表） 

 

○アレルギーとの戦い方は？ 

・子どもの成長を楽しみにまとう！ 

・気長に子どもを励まそう！ 

・心は鬼、しかし笑顔で戦おう！（心のストレス与えない） 

・子どもに快食・快遊・快眠の生活習慣を身に着けさせよう！ 

（特に夜１０時～2時のノンレム睡眠の快眠が重要） 

・アレルギーには必ず勝つぞ、今より症状を重くさせないぞ！ 

 （子どもの逞しい体力づくりが必要） 

・子どもの体調が良ければ、保護者も保育者も楽しく日を送る事ができる。 

 （アレルゲンを食べさせない） 

・保護者と保育園が協力し合い、子どものアレルギーと戦いましょう。 

 （アレルギー抗体を早急に消滅させる戦い） 

◎保護者と共に、子どものために根気よく頑張りましょう。その子の正しい成長が何よりの武器です。 



 

○今、保育園で困っていること 

 それは「経口免疫療法の理解と園での取り扱い」   現場が混乱する！ 

 医師の言うことを全てきくのではなく、ケースバイケースで対応しましょう 

 

○私（野瀬先生）の提言 

“今後私たちは食物アレルギー児への共通した対応をどうするか？” 

 １．食物アレルギー対応マニュアルは？ 

 ２．食物アレルギー生活管理指導表は？ 

 ３．園と医療者と親密なコミュニケーションは？ 

 ４．各園の定期的なアレルギー検討会は？ 

 ５．実践的な共通の研修会は？ 

 ６．行政の役割は？（健康・安全に関する協議会等？） 

 ※食物アレルギーは子どもの命も大切だが、保育園も重大な社会問題として受け止めなければならない。 

 

＜質問＞ 

・今現在、山口市の生活管理指導表を使っているが自分の園、独自の様式のものを使ってもよいか？ 

 

 野瀬先生より 

 書くほう（医師）は、様式がばらばらだと書きにくいので、山口市で様式を統一した方が良い。  

 保育幼稚園課とも話をして、生活管理指導表を見直し、分かりやすく使いやすいものを作成 

 すると良いと思っている。 

 

 

 

 

 

  

  


