
５．子どもの保健と医療の連携システム 
 

事  業 内           容 

教育研修 

１ 子どものアレルギー対策 
（１） アレルギー疾患研修会(保健師 61 名)           (資料５－１)  

・地域におけるアレルギー予防事業の取り組み状況および保健指導で困っ

ていること、疑問点について研修事前調査を行った。   (資料５－２) 
（２）アレルギー疾患の予防・診断・治療   

私学学校保健研究会研修会に組み込み実施(養護教諭３９名)     
（３）子どものアレルギーについて 
     知多半島地区高等学校体育教諭研修会に組み込み実施（教諭３０人） 

２ 疾病ハイリスク対策 
  聴覚障害セミナー  Ｈ14.5.25(土)開催予定の担当者打ち合わせ実施 

保 健 相 談 
専門家からの相談(事前調査から個別の専門家相談につながった事例あり) 
患者家族からの相談 

予防媒体の作成 

1 子どものアレルギー対策 
・小冊子「アレルギー疾患保健指導Ｑ＆Ａ」を作成       

    子どものアレルギー疾患研修会事前調査で把握した保健師の日々の保健指導

における困りごと、疑問等の主なものをＦＡＱ集として編集した。今後、ホ

ームページにも掲載予定。 
２ 疾病ハイリスク対策 
  ・冊子「乳幼児の聴覚スクリーニング」を作成         
     保健師、指導員等を対象とした聴覚研修で配布し、乳幼児健診や健康相談、

家庭訪問等の保健指導での活用を期待する。 
  ・リーフレット（眼科４疾患）増刷  元総合保健センター作成  

事業企画実施担当者の総括 
（１）子どものアレルギー対策 
   アレルギー疾患の治療法に関しては一部の医療機関による特殊な治療法や民間療法等さまざまな情報

が氾濫し、また、医師間においても指導内容が食い違い、保健指導に携わる者自身、何を信じたらよ

いのか迷っている。従って、今後も、専門家向けの研修会を企画するとともに、個々のケースへのか

かわりにおいて具体的なアドバイスが受けられるよう専門医と連携を密にし、相談体制をととのえて

いく必要がある。次年度は、子どものアレルギー疾患の連続講座を計画しており、専門家、患者家族、

一般県民への啓発を行っていく。 
（２）ハイリスク対策 
   聴覚・視覚領域における乳幼児健康診査における疾病の早期スクリーニングと治療介入をめざし、元

総合保健センター事業を拡充していく。次年度は、特に保健師を対象とした研修会を実施予定。 
（３）小児慢性疾患・在宅医療推進事業 
  個々のケースに対する地域関係機関との連携を図るとともに、在宅医療推進にむけ専門家向け研修会

等を実施する方向ですすめていく。 



教育研修：保健関係者向け研修会の開催とその評価               (資料５－１) 
研修内容  子どものアレルギー対策研修会 「アレルギー疾患研修会」                   

実施日時  平成１３年１２月１４日（金） 午後１時 30 分から午後４時４５分 

講  師等 

あいち小児保健医療総合センター 
      アレルギー科医長 伊藤 浩明 
瀬戸市民生部健康推進課 
      保健師 大島亜友美 
 

主題 アレルギー疾患研修会 
参加者数  ６１名 （保健所・市町村保健センター保健師）、他センター職員数名 
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研修目的 
 アレルギーに関する正しい知識の普及及び瀬戸市保健センターの乳幼児健診からの取り組みをとお

して、アレルギー疾患患者家族への相談･指導体制作りを考える。 
研修内容 
１ 子どものアレルギー疾患について 
  －保健指導の視点から－ 
２ 皮膚疾患を抱える母子への育児支援の取り組み（瀬戸市） 
  －乳幼児健康診査の場から－ 
３ 質疑応答 
４ ファインライス試食、高密度繊維の寝具カバー・参考図書展示 
講演の要旨  
・アレルギーとは何か、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎の基礎的な知識 

  情報にまきこまれないために、基本的なアレルギーに関する知識を整理する。 
・アトピービジネス、一部の特殊な治療をどのように考えればよいのか。 
 民間療法については治療効果が科学的に検証されたものはなく、大部分は営利目的である場合が

多い。 
活動報告(瀬戸市)の要旨 
  瀬戸保健所の働きかけ、支援をうけ、アトピー性皮膚炎、皮膚にトラブルを抱える子ども、お母

さんたちに対しての指導を充実するため調査を(平成 10 年 7 月～平成 11 年 1 月までに 3 ヶ月健

診を受けた者のうち、保健婦が湿疹を認めたもの、健診医が皮膚について指導したもの 50 人の 6
ヶ月、1 歳 6 ヶ月までの追跡)行った。結果、保健師の目を統一するために問診表を作成したり、

保健指導に役立てるために皮膚に関する相談票を作成し活用した。また、この調査をとおし、受

診し処方は受けているものの、ステロイドの怖さから自己判断で薬を使わず悪化させていたり、

専門機関に受診したことのみで満足している人がいるなど、さまざまな問題にぶつかった。医療

を拒否の重症例との健康診査での出会いから、相談につなぐ関係づくり、さらに経過が悪化した

ため、健診医や医療機関との連携で医療につながり、その後も相談できる関係が続いている事例

が報告された。かつて、皮膚の相談が発端での育児支援という経験はほとんどなかったが、この

活動をとおし、育児支援の立場でかかわることの大切さを実感した。 
  

 



研修内容 子どものアレルギー対策研修会 「アレルギー疾患研修会」 
 
研修者によるアンケート評価              アンケート回収数：57 枚（回収率 93.4％） 

研 修 会 名 「アレルギー疾患研修会」 
研修者の職種 市町村・保健所の保健師 

 １よい   ２    ３    ４  ５わるい 不明 
１．研修全体のプログラムは？ 32(56.1%)16(28.1%) 8(14.0%)              1(1.0) 
２．講義の内容はよく理解できましたか？ 
1よく理解した 2理解した 3ほぼ理解した 
4あまり理解できなかった  5理解できなかった 

26(45.6)   25(43.9)  6(10.5)            

３．視聴覚教材の使用は講義内容の理解に

役立ちましたか？ 
1 非常に役に立った 2役に立った 3 まあ役に立った 
4 あまり役に立たなかった  5役に立たなかった 

29(50.9)   19(33.3)  9.0(15.8) 

４．研修事前調査は、研修内容充実のため

に役立っていると思いますか？ 
1 非常に役に立った 2役に立った 3 まあ役に立った 
4 あまり役に立たなかった  5役に立たなかった 

24(42.1) 15(26.3) 13.0(22.8)   5(8.8)   

５．瀬戸市の取り組みの報告は参考になり

ましたか？ 
1非常に参考になった 2参考になった3まあ参考になった 
4あまり参考にならなかった  5参考にならなかった  

33(57.9)  15(26.3)  7(12.3)   1(1.8)           1(1.8) 

６．配布資料は参考になりますか？ 
1非常に参考になる 2参考になる 3 まあ参考になる 
4あまり参考にならない  5参考にならない  

36(63.2)  18(31.6)  3(5.3) 

７．ファインライスの試食はいかがでしたか？ 
 

33(57.9)  17(29.8)  6(10.5)  1(1.8) 
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８．ファインライスの味はいかがでしたか？ 
１おいしい ３ふつう ５おいしくない 

14(24.6)  4(7.0)  26(45.6)  7(12.3  )6(10.5) 

その他意見の概要 
・研修内容はとてもわかりやすかった。（３）       ・勉強になった。今後に生かしていきたい。（２） 
・有意義な研修会だった。（２）             ・ファインライスの試食までできてよかった 
・研修内容は十分満足の行くものでわかりやすかった。 
・改めてお母さんの話にも耳を傾けようと思う。 
・とても参考になった。偏った考えをもつ母親の指導も難しいが、取り組むことが大事だと思った。 
・市でもアトピー相談を実施しているので瀬戸市の報告を参考に、母親の育児支援につなげていきたいと思う。 
・時間がかかっても講義内容を多く聞きたい。 
・今回は対象者が保健師だったが、目的などもあると思うが、栄養士にもこのような機会を与えて欲しい。 

 



 
資料５－２

研修会事前調査結果の概要報告
・名古屋市を除く、市町村（８７）及び保健所・支所（２３）の計110ヶ所に対し、事前調査を実施。
＜全体＞ 回収率59.1％

1研修会の希
望

２アレルギー
予防事業の
有無

３乳児健診困
りごと

４健診外の個
別指導の有
無

５その他聞き
たいこと

計 65 65 65 65 65
あり 57 10 47 31 25

（ありの割合 87.7 15.4 72.3 47.7 38.5
なし 7 55 18 32 40

未記入 1 ー ー 2 ー
＜市町村＞回収率５８．６％

1研修会の希
望

２アレルギー
予防事業の
有無

３乳児健診困
りごと

４健診外の個
別指導の有
無

５その他聞き
たいこと

計 51 51 51 51 51
あり 47 3 39 24 22

（ありの割合 92.2 5.9 76.5 47.1 43.1
なし 3 48 12 25 29

未記入 1 ー ー 2 ー
＜保健所分＞回収率６０．９％

1研修会の希
望

２アレルギー
予防事業の
有無

３乳児健診困
りごと

４健診外の個
別指導の有
無

５その他聞き
たいこと

計 14 14 14 14 14
あり 10 7 8 7 3

（ありの割合 71.4 50.0 57.1 50.0 21.4
なし 4 7 6 7 11

未記入 ー ー ー ー ー

・アレルギー予防事業の取り組みありの内容
機関 対象 形態 時期、頻度
立田村 全般 栄養指導
西春町 全般 座談会 月１回

豊橋市保健所 アトピー 相談 年６回
アトピー 座談会 月１回

アトピー
講演会、
医療相談

H14.1.31

安城保健所 喘息、アトピー講演会 年１回
西加茂支所 喘息、アトピー講演会 H13.12.10

刈谷保健所 アトピー 講演会
H12乳児
期、H13学

西尾保健所 アトピー 講演会
田原保健所 全般 講演会
知多保健所

・乳幼児健診等の保健指導で困っていることの記入延件数は75件
・家庭訪問等の事例記入延数は26件
・その他の質問等の記入延数は36件

乳幼児健診で困っていることの主な内容は次のとおり
・除去食等食事指導に関するもの　　1５件
・医師による治療、検査等の方針の違い、治療説明不足に関するもの　１４件
・民間療法に関するもの　　9件
・偏った考えを持つ人への指導　　9件
・専門機関の情報に関するもの　　８件
・ステロイド（アトピー性皮膚炎）に対する母の不安への対応、医師の方針の違い等に関するもの　　7件
・検査に関するもの　5件

長期療養児療育相談指導事業
電話相談、成人は公害保健担当が訪問している

長期療養児療育相談指導事業
長期療養児療育相談指導事業

長期療養児療育相談指導事業
長期療養児療育相談指導事業

アトピー相談(乳幼児対象）

稲沢保健所
親の会アトピーの子を持つ親の会

講演および医療相談

・アレルギー予防事
業『なし』（５５）のう
ち、５ヶ所（市町村
２、保健所３）で事業
の予定ありと回答。
その内容は相談事
業、検討中等。

内容
離乳食教室でアンケート実施
アレルギーを考える会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


