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第５章 群馬県アレルギー疾患対策推進体制

１ 群馬県アレルギー疾患対策推進協議会

本県のアレルギー疾患対策を総合的に推進していくため、「群馬県アレルギー疾患対策

推進協議会」を設置しています。

本県におけるアレルギー疾患をめぐる状況を捉え、基本指針に基づく施策を効果的に推

進するため、専門医、関係団体、市町村、患者会等の意見を取り入れながら、計画の策定、

医療提供体制の構築、施策の検証、検討を行います。

２ 群馬県アレルギー疾患医療提供体制

本県におけるアレルギー疾患に関する医療提供体制の整備及び充実を図るため、県にお

けるアレルギー疾患医療の拠点となる病院を「群馬県アレルギー疾患医療拠点病院」及び

「群馬県アレルギー疾患医療連携病院」として指定し、県内の医療機関等の診療ネット

ワークを形成するとともに、医療機関に係る情報の提供や、医療従事者等の資質の向上を

図ることにより、アレルギー疾患医療全体の質の向上を推進します。

(１) 群馬県アレルギー疾患医療拠点病院

県におけるアレルギー疾患医療の拠点となる「群馬県アレルギー疾患医療拠点病院」

（以下「拠点病院」という。）として、群馬大学医学部附属病院を指定しています。

拠点病院は、主に次のような役割を担うことで、県内のアレルギー疾患治療水準の

向上に努めます。

① 診断が困難な症例や標準的治療では病態が安定しない重症及び難治性のアレル

ギー疾患患者に対する、診断、治療及び管理

② 県内のアレルギー疾患に係る診療連携の推進

③ 県から提供するアレルギー疾患に係る情報についての専門的助言及び患者向け講

習会等の普及啓発活動への協力

④ 標準的治療の普及等のための医師向け研修の実施及び医療従事者及び保健福祉関

係者並びに学校及び社会福祉施設等の職員向け研修への協力

⑤ 国や県が行う調査、研究等への協力

⑥ 国が指定する中心拠点病院が開催する全国拠点病院連絡会議への出席等、中心拠

点病院や他の都道府県拠点病院との情報共有及び協力

⑦ その他、県が実施するアレルギー疾患医療の質の向上等に係る取り組みへの協力

(２) 群馬県アレルギー疾患医療連携病院

拠点病院やその他の医療機関と連携し、かかりつけ医からの紹介が可能な地域の中

核的な病院として、「群馬県アレルギー疾患医療連携病院」（以下「連携病院」とい

う。）を指定します。
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連携病院は、主に次のような役割を担うことで、県内のアレルギー疾患治療水準の

向上に努めます。

① アレルギー疾患における標準的治療の提供

② アレルギー疾患に対する診療経験が豊富な専門的な知識と技能を有する医師によ

る診断、治療及び管理

③ 診断が困難な症例や標準的治療では病態が安定しない重症及び難治性のアレル

ギー疾患患者の受入れや拠点病院への紹介

④ 患者向け講習会等の普及啓発活動への協力

⑤ 保健福祉関係者並びに学校及び社会福祉施設等の職員向け研修への協力

⑥ アレルギー疾患医療に携わる医療従事者を対象とした研修等の実施や積極的な参

加

⑦ その他、県及び拠点病院が実施するアレルギー疾患医療の質の向上等に係る取り

組みへの協力

(３) かかりつけ医

かかりつけ医は、拠点病院及び連携病院並びにその他の医療機関と連携し、次のよ

うな役割を担います。

① アレルギー疾患における標準的治療の提供

② 診断が困難な症例や標準的治療では病態が安定しない重症及び難治性のアレル

ギー疾患患者の拠点病院や連携病院への紹介

③ アレルギー疾患医療に携わる医療従事者を対象とした研修等に対する積極的な参

加

④ その他、県及び拠点病院が実施するアレルギー疾患医療の質の向上等に係る取り

組みへの協力

(４) 薬剤師・薬局

薬剤師・薬局は、拠点病院及び連携病院並びにその他の医療機関と連携し、次のよ

うな役割を担います。

① 最新の科学的知見に基づいた適切な情報提供及び服薬指導

② 患者から得られた服薬や副作用等の情報について、処方を行った医師へのフィー

ドバック等に係る取り組み



　

・医療連携体制の構築 紹介・逆紹介
・現状や課題の検討 連携 研修・連携
・予防及び啓発
・アレルギー疾患対策の推進

紹介・逆紹介
情報共有
研修

医療機関の
相互連携
（紹介・

（役割） 　逆紹介）
・アレルギー専門医が診療する病院の診療内容等を紹介

紹介・逆紹介 ・「連携病院名簿」として、県ホームページで公開
情報共有 ・標準的治療の提供
研修 ・講習会等の普及啓発活動、人材育成研修への協力

・医療従事者を対象とした人材育成研修への参加

（役割）
・標準的治療の提供
・研修会への積極的な参加
・診療所と一般病院との連携

受診

医療機関
への迅速
なつなぎ

患者
・
家族

アレルギー疾患の適切な情報提供・相談・支援

群馬県アレルギー疾患の医療提供体制

群馬県アレルギー疾患医療拠点病院　（１箇所）

全国拠点病院会議

国立成育医療
研究センター

国立病院機構
相模原病院

（国レベル）中心拠点病院
群馬県

アレルギー疾患対策推進協議会

（役割）
・計画の策定

群馬大学医学部附属病院
・重症及び難治性アレルギー疾患の診療

　重症及び難治性アレルギー疾患の診療

　アレルギー疾患のより専門的な診療

薬局・薬剤師

国、県、市町村、保健所、保健センター、教育委員
会、保育所、幼稚園、学校、児童福祉施設、放課後児
童クラブ、老人福祉施設、障害者支援施設　等

（役割）

内科
小児
科

皮膚
科

眼科

群馬県アレルギー疾患医療連携病院

診療所

情報共有

耳鼻
咽喉
科

病院

　アレルギー疾患の初診時や日常的な診療

・診療連携の推進
・患者向け講習会等の普及啓発活動への協力
・標準的治療の普及啓発、人材育成研修の実施
・国や県が行う調査、研究等への協力
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参考資料【１】

群馬県アレルギー疾患対策推進計画における関連施策事業一覧

施策の柱 １ アレルギー疾患の重症化の予防

(１) アレルギー疾患に関する知識の普及

① アレルギー疾患の知識の普及

② 講習や健康相談の開催

該当 H31当初
所属名 区分 事業名 事業内容 対象者 予算

(千円)

保健予防課 (1)① アレルギー疾患 患者やその家族が、アレルギー疾患 一般県民 －
の普及啓発 に関する正しい知識に基づき、アレ

ルゲンの回避や適切な自己管理に取
り組めるよう、国や関係学会等によ
る適切な情報を入手できるホームペ
ージ等を周知します。

保健予防課 (1)② アレルギー疾患 患者やその家族を対象として、正し 一般県民 －
対策の講習 い知識の普及啓発を目的とした講習

を実施します。

保健予防課 (1)② 市町村食育推進 妊産婦や乳幼児に関する栄養・食生 市町村食育推進 191
支援 活指導を支援するための研修会を開 担当者、食育推

催します。 進リーダー等

保健予防課 (1)② 群馬県小児アレ アレルギーに関する基礎的な知識の学 小児アレルギー 270
ルギー患者交流 習や患児・親の交流を目的として実施 患者及び保護者
事業補助金 される小児アレルギー患者交流事業を

支援します。

(２) 生活環境におけるアレルゲン等の軽減

① 大気環境における対策

② スギ花粉の抑制対策

③ 食品表示や食品安全に関する情報提供

④ 安全な給食提供のための給食施設指導の実施

⑤ 室内環境における対策

⑥ たばこ対策、受動喫煙防止対策

該当 H31当初
所属名 区分 事業名 事業内容 対象者 予算

(千円)

環境保全課 (2)① 大気汚染監視 県内の各測定局舎で光化学オキシダ 報道機関、庁内 －
ント及び微小粒子状物質（ＰＭ２． 関係機関、市町
５）の大気濃度について２４時間体 村、幼稚園・保
制で測定を行い、各項目が高濃度に 育園、小中学校
なったときに注意報を発令し、県民 ・高等学校、工
等に広く注意喚起を行います。 場事業者等

林政課 (2)② 優良種子確保対 県林木育種場の採種園を管理し、花 森林所有者 3,977
策 粉症対策スギの種子を供給すること 造林事業者

により、花粉の少ない苗木の植え替
えを推進します。
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該当 H31当初
所属名 区分 事業名 事業内容 対象者 予算

(千円)

食品・生活 (2)③ 食品安全検査 食品安全検査センターにおいて流通 食品事業者 1,401
衛生課 食品のアレルギー物質検査を行いま

す。

食品・生活 (2)③ 食物アレルギー 学識経験者、消費者、生産者、事業 消費者等 －
衛生課 をテーマとした 者、報道等の委員により要請される

リスクコミュニ 会議で、県の施策や食の安全に係る
ケーション事業 課題について意見交換を行います。

食品・生活 (2)③ 食物アレルギー 関係各課で食物アレルギー関連施策 県庁内各課 －
衛生課 関係課連絡会議 等に関する情報共有を行います。

の開催

食品・生活 (2)③ 食品営業許可施 「群馬県食品衛生監視指導計画」に 食品事業者 4,616
衛生課 設等監視指導 基づいた食品等の検査、監視指導及

び食品衛生啓発事業を実施します。
（「大量調理施設衛生管理マニュア
ル」等に基づく監視指導含む）

食品・生活 (2)③ 群馬県食品自主 仕入れから出荷まで、適正な表示を 食品事業者 531
衛生課 衛生管理認証制 含めた衛生管理手法を確立し、第三

度の推進 者機関による審査及び県の認定を行
います。

食品・生活 (2)③ 食品衛生指導員 自主管理の推進（食品衛生指導員に 食品事業者 1,600
衛生課 による自主衛生 よる自主衛生管理の推進や営業者自

管理の推進 らによる製品の自主検査の推進等）
を目的とした（一社）群馬県食品衛
生協会の事業に対して補助します。

食品・生活 (2)③ 自主検査の実施 食品衛生に関する指導業務、啓発業 食品事業者 7,995
衛生課 等 務等を（一社）群馬県食品衛生協会

へ委託して実施します。

食品・生活 (2)③ 「食品等回収情 県内に流通している食品について、 食品事業者、消 －
衛生課 報提供システ 県が回収命令を行った場合及び事業 費者

ム」の周知、活 者が自主的に回収を行う場合に、県
用 民に当該食品等に関する情報を提供

し、より迅速に回収が行えるよう協
力します。また、ホームページで回
収情報の提供を行います。

食品・生活 (2)③ 食品表示講習会 事業者を対象とした適正表示のため 食品事業者 1,482
衛生課 等の開催（食品 の講習会を開催します。

表示法の普及啓
発）

食品・生活 (2)③ 食品の適正表示 食品の適正表示推進事業所制度の普 食品事業者 －
衛生課 推進事業所登録 及・啓発に努めます。

制度の推進

食品・生活 (2)③ 情報紙の発行等 食品表示の見方のポイントや食品表 消費者 350
衛生課 示法に関する情報を説明会、情報紙

「ぐんま知っ得食品表示」、「ググ
っと役立つ食品表示ガイド」web版
により県民に提供します。
○ぐんま知っ得食品表示
（印刷物）：年2回発行

食品・生活 (2)③ 食品表示セミナ 出前講座や講演会などを通じ、食品 消費者等 －
衛生課 ーの開催 表示について理解を深めるセミナー

を開催します。

食品・生活 (2)③ 「ぐんま食の安 食品に含まれる放射性物質検査結 消費者、事業者 －
衛生課 全・安心インフ 果、食品の自主回収、食品表示適正 等

ォメーション」 化の取組等、食の安全に関する各種
（ホームペー 情報について、迅速で分かりやすい
ジ）による情報 情報提供を行います。
提供
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該当 H31当初
所属名 区分 事業名 事業内容 対象者 予算

(千円)

食品・生活 (2)③ 「ぐんま食の安 食の安全に関する情報や県の食に関 消費者等 713
衛生課 全情報」（情報 するイベントのお知らせなどを掲載

紙・フェイスブ した情報紙「ぐんま食の安全情報」
ック）による情 の発行、「ぐんま食の安全情報」公
報提供 式フェイスブックの運用を行い、県

民に情報を提供します。
○ぐんま食の安全情報
（印刷物）：年11回発行
○ぐんま食の安全情報
（フェイスブック）：週1回以上
掲載

食品・生活 (2)③ 「食の安心ほっ 県民からの食品表示・食品安全に関 消費者 2,084
衛生課 とダイヤル」に する窓口を設置し、専門の相談員を

よる相談対応 配置します。

食品・生活 (2)③ 食物アレルギー 食品事故の未然防止を目的に、啓発 消費者、学校、 1,820
衛生課 理解促進事業 資材及び県ホームページを作成し、 事業者等

食物アレルギーに関する基礎知識等
の情報提供を行います。

食品・生活 (2)③ 食物アレルギー 食品事故の未然防止を目的に、消費 消費者、学校、 －
衛生課 理解促進事業 者を対象としたパネルディスカッシ 事業者等

ョン等を開催し食物アレルギーに関
する基礎知識等の情報提供を行いま
す。

子育て・青 (2)④ 保育充実促進費 食物アレルギー対策のための調理員 私立保育所・私 39,600
少年課 補助金(食物ア 配置及び調理器具の整備に係る経費 立認定こども園

レルギー対策) の一部を補助します。 (中核市除く)

子育て・青 (2)④ 教育・保育のキ 保育士等の専門性の向上を図るとと 保育所等施設に 38,570
少年課 ャリアアップ研 もに、処遇改善を受けるために必要 勤務する職員

修 なキャリアアップ研修事業を実施し
ます。

保健予防課 (2)④ 健康増進法に基 給食施設に対する巡回指導や、給食 特定給食施設等 608
づく特定給食施 関係者を対象とした研修会等におい
設等の指導 て、各施設の現状に対応した栄養管

理・健康づくり等に関する支援を行
います。

（教）健康 (2)④ 食物アレルギー 児童生徒のアレルギー疾患状況を調 公立学校の児童 143
体育課 対応検討委員会 査し、現状を把握するとともに、食 生徒

物アレルギー・アナフィラキシー発
症報告に基づき、対応等について専
門医と検討します。

（教）健康 (2)④ 学校給食関係者 学校給食関係者が食物アレルギーや 学校給食関係者 －
体育課 に対する研修会 アナフィラキシーに関しての正しい

の実施 知識を持つことを目的として研修会
を行います。

（教）健康 (2)④ 「学校給食衛生 安全かつ安心な学校給食提供のため 学校給食施設 2,781
体育課 管理基準」に基 に、巡回指導員による安全衛生管理

づく巡回指導 巡回指導を実施します。

住宅政策課 (2)⑤ ぐんま住まいの シックハウス対策の知識を普及する 一般県民 －
相談センター とともに、屋内における化学物質の

測定・分析機関の情報を提供しま
す。

保健予防課 (2)⑥ たばこ対策 世界禁煙デー・禁煙週間に合わせた 県民、保健医療 2,384
普及啓発の実施、事業所向けの受動 従事者、県内事
喫煙防止対策研修会の開催、禁煙支 業所、県内専門
援者育成のための研修会の開催、受 学校・短大・大
動喫煙防止対策推進のための県内施 学に通う学生
設の禁煙施設認定制度の推進、若い 等
女性を対象とした喫煙防止研修会の
開催 等を行います。



- 19 -

該当 H31当初
所属名 区分 事業名 事業内容 対象者 予算

(千円)

保健予防課 (2)⑥ 未成年たばこ対 学校保健担当者等を対象とし、未成 学校保健担当 313
策 年者の喫煙防止に効果的な教育方法 者、保育園、幼

等を検討します。また、保育園、幼 稚園、学校に通
稚園、学校、市町村に出向き、児童 う児童とその保
・生徒や保護者を対象とし、たばこ 護者 等
の健康影響に関する知識についての
説明や講習を行います。

施策の柱 ２ アレルギー疾患医療の均てん化の促進

(１) 専門的な知識や技能を有する医療従事者の育成

① 医療従事者等の資質向上

該当 H31当初
所属名 区分 事業名 事業内容 対象者 予算

(千円)

保健予防課 (1)① 医療従事者に対 県アレルギー疾患医療拠点病院と連 医療従事者 73
する研修 携し、医療従事者を対象とした科学

的知見に基づく医療の普及を図るた
めの研修を実施します。

(２) アレルギー疾患医療を提供する体制の整備

① アレルギー疾患医療拠点病院の選定

② アレルギー疾患医療における連携の構築

③ アレルギー疾患を診療する医療機関等の情報提供

該当 H31当初
所属名 区分 事業名 事業内容 対象者 予算

(千円)

保健予防課 (2) アレルギー疾患 本県のアレルギー疾患対策を総合的 専門医、関係団 155
①② 医療を提供する に推進するため、「群馬県アレルギ 体、市町村、患

体制の整備 ー疾患対策推進協議会」を設置し医 者会、医療機関
療連携体制を検討するとともに、ア
レルギー疾患医療の中心的な役割を
果たす「群馬県アレルギー疾患医療
拠点病院」を選定します。

保健予防課 (2)③ ホームページに アレルギー疾患を診療する医療機関 医療機関 －
よる医療機関の について、県ホームページで情報を
情報提供 提供する仕組みを整備します。

施策の柱 ３ アレルギー疾患患者の生活の質の向上

(１) アレルギー疾患患者の生活の質の維持と向上

① 適切なガイドライン、マニュアルの周知

② 平常時からの医療機関、消防機関との連携協力体制の確保支援

③ 相談体制の充実
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該当 H31当初
所属名 区分 事業名 事業内容 対象者 予算

(千円)

子育て・青 (1) （再掲載） 保育士等の専門性の向上を図るとと 保育所等施設に 38,570
少年課 ①② 教育・保育のキ もに、処遇改善を受けるために必要 勤務する職員

ャリアアップ研 なキャリアアップ研修事業を実施し
修 ます。

保健予防課 (1) （再掲載） 給食施設に対する巡回指導や、給食 特定給食施設等 608
①② 健康増進法に基 関係者を対象とした研修会等におい

づく特定給食施 て、各施設の現状に対応した栄養管
設等の指導 理・健康づくり等に関する支援を行

います。

（教）健康 (1) （再掲載） 児童生徒のアレルギー疾患状況を調 公立学校の児童 143
体育課 ①② 食物アレルギー 査し、現状を把握するとともに、食 生徒

対応検討委員会 物アレルギー・アナフィラキシー発
症報告に基づき、対応等について専
門医と検討します。

（教）健康 (1) （再掲載） 学校給食関係者が食物アレルギーや 学校給食関係者 －
体育課 ①② 学校給食関係者 アナフィラキシーに関しての正しい

に対する研修会 知識を持つことを目的として研修会
の実施 を行います。

保健予防課 (1)③ （再掲載） 妊産婦や乳幼児に関する栄養・食生 市町村食育推進 191
市町村食育推進 活指導を支援するための研修会を開 担当者、食育推
支援 催します。 進リーダー等

(２) 患者等の支援に関わる関係者の資質向上

① 患者や家族を支援する専門職を対象とした研修の機会の確保

② 学校の教職員等を対象とした研修の機会の確保

該当 H31当初
所属名 区分 事業名 事業内容 対象者 予算

(千円)

子育て・青 (2) （再掲載） 保育士等の専門性の向上を図るとと 保育所等施設に 38,570
少年課 ①② 教育・保育のキ もに、処遇改善を受けるために必要 勤務する職員

ャリアアップ研 なキャリアアップ研修事業を実施し
修 ます。

保健予防課 (2) （再掲載） 給食施設に対する巡回指導や、給食 特定給食施設等 608
①② 健康増進法に基 関係者を対象とした研修会等におい

づく特定給食施 て、各施設の現状に対応した栄養管
設等の指導 理・健康づくり等に関する支援を行

います。

（教）健康 (2) （再掲載） 児童生徒のアレルギー疾患状況を調 公立学校の児童 143
体育課 ①② 食物アレルギー 査し、現状を把握するとともに、食 生徒

対応検討委員会 物アレルギー・アナフィラキシー発
症報告に基づき、対応等について専
門医と検討します。

（教）健康 (2) （再掲載） 学校給食関係者が食物アレルギーや 学校給食関係者 －
体育課 ①② 学校給食関係者 アナフィラキシーに関しての正しい

に対する研修会 知識を持つことを目的として研修会
の実施 を行います。

(３) 災害時の対応

① 平常時における取り組みの周知

② 避難所でのアレルギー疾患対応に関する情報提供
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該当 H31当初
所属名 区分 事業名 事業内容 対象者 予算

(千円)

保健予防課 (3) 災害時食支援研 災害時の食支援として要配慮者（ア 市町村、保健福 －
①② 修会（食環境整 レルギー疾患等）に対応した、体制 祉事務所栄養士

備事業） 整備に関する知識を得ることを目的 等
とした研修会を開催します。

保健予防課 (3) 災害支援人材研 災害時の食支援として要配慮者（ア 市町村、保健福 －
①② 修会（食環境整 レルギー疾患等）に対応した、食事 祉事務所栄養

備事業） の提供及び備蓄の工夫等の知識を得 士、栄養士会会
ることを目的とした研修会を開催し 員等
ます。（群馬県栄養士会委託）

保健予防課 (3) 災害時対応の情 患者に対する災害時に必要となる備 一般県民、市町 －
①② 報提供 えの周知を行うとともに、市町村に 村

対する災害時に必要となるマニュア
ル等について情報を提供し、アレル
ギー対応備蓄の導入等について働き
かけます。
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参考資料【２】

群馬県アレルギー疾患対策推進協議会 委員名簿

（平成３１年３月現在）

役職 氏名 職名

会長 土 橋 邦 生 上武呼吸器科内科病院病院長

荒 川 浩 一 群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野教授

久 田 剛 志 群馬大学大学院保健学研究科教授

今 泉 友 一 群馬県医師会理事

山 賀 章 一 群馬県薬剤師会専務理事

荻 原 京 子 群馬県看護協会会長

塚 越 淳 群馬県栄養士会副会長

岩 﨑 千寿江 群馬県保育協議会副会長

安 野 良 子 伊勢崎市教育委員会健康教育課指導主事

伊 藤 愛 群馬小児喘息・アレルギー親の会会長

三田村 輝 章 前橋工科大学工学部建築学科准教授

奥 野 幸 二 群馬県食品衛生協会専務理事兼事務局長

木 村 早 苗 前橋市健康部保健予防課課長補佐兼感染症対策係長

高 橋 篤 群馬県伊勢崎保健所長

（敬称略）
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参考資料【３】

用語の説明

P 1 アレルギー疾患

気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花

粉症、食物アレルギーその他のアレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有

害な局所的又は全身的反応に係る疾患のこと。

〔出典〕「アレルギー疾患対策基本法」参照

P 3 アレルゲン

アレルギー反応を起こす原因となる物質のこと。その多くがタンパク質で、食物

（卵、牛乳、小麦など）、ダニの死骸やフン、カビ、昆虫、ハチ毒、動物の体毛や

フケ、花粉、薬品、天然ゴムなどが挙げられる。

〔出典〕「日本アレルギー学会ホームページ」参照

P 3 アレルギー反応

自分の体の成分と違う物（細菌、ウイルス、食物、ダニ、花粉など）が体の中に

入ってくると、これを異物として認識して攻撃し排除する仕組みがあり、これを「免

疫」という。アレルギー反応も広くは免疫反応の一部で、異物に対して反応する際

に自分の体を傷つけてしまう場合をアレルギー反応という。

〔出典〕「日本アレルギー学会ホームページ」参照

P 4 アナフィラキシーショック

アレルゲンの侵入により、複数臓器に全身性にアレルギー症状が惹起され、１つ

の部位にとどまらず、皮膚、粘膜、呼吸器、消化器、神経、循環器等のさまざまな

部位に症状が誘発されることを「アナフィラキシー」という。

また、アナフィラキシーに血圧低下や意識障害等のショック症状を伴う場合を「ア

ナフィラキシーショック」と呼び、生命を脅かす可能性がある非常に危険な状態と

なる。

〔出典〕「食物アレルギー診療ガイドライン」参照

P 7 エピペン

蜂毒、食物および薬物などに起因するアナフィラキシー反応発現時の緊急補助的

治療薬（アドレナリン自己注射薬）のこと。使用した場合に薬理学的に血圧低下が

起こる恐れがあるので、使用した場合には直ちに医療機関を受診する必要がある。

〔出典〕「食物アレルギー診療ガイドライン」参照
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