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エピペンを使えますか？アンケート調査より

発 表 者 白石 裕子 （島根県：西ノ島町国民健康保険浦郷診療所/隠岐広域連合立隠岐島前病院）

共同研究者 由谷 麻衣子、口村 哲朗、西脇 綾、谷村 栄子、大空 俊子、富谷 恵子、
天草 巧、松浦 幸子、白石 吉彦
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エピペンをつかえますか？アンケート調査よ

り報告します。

浦郷診療所、隠岐島前病院の白石裕子です。
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２０１２年１２月、東京都調布市において、５年生

女児が学校給食後、アナフィラキシーショック

にて死亡する事故が発生しました。

この事件は２０１３年２月大きく新聞報道されま

した。
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この事件に先駆けて２０１２年秋に、学校の養護

の先生方から“エピペンについての勉強会”を

依頼されていた私は、この事故の報道を受け、

講義だけではなく実際のエピペントレーナーを

使った実習ができないかと考えました。

エピペン、無償貸与の２語の検索であっとい

う間にカスタマーセンターにたどり着きまし

た。

電話してみたところ講習参加人数の半数に当

たる数だけエピペンを無償貸与してくれる制度

が利用できることがわかりました。
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エピペントレーナーを出席人数の半分の本数

を借りて練習ができました。

今回は二人組でお互いにあてて打ってみる練

習でしたが、この夏、調布市、狛江市では、こ

のような嫌がる子供をおさえつけて打つシミュ

レーション体験の講習を行っています。事故で

失った命を無駄にしないために条例が作られ、

学校職員の講習を義務化されました。

食物アレルギー、アレルギー症状、アナフィ

ラキシーについての講義と、エピペントレーナー

を使う練習を行いました。

講習会をしてみて意見交換の段になり、“エピ

ペンをはじめて見た“という参加者、“実際にエ

ピペンを注射する自信がない”、“いつ打つの？

はっきりわからない”という感想がありました。

しかし実際に死亡事故が起こってしまった

今、学校で、養護の先生が注射をためらってい

る場合ではない・・・というのが私の実感であ

り、今現在、学校現場で食物アレルギー、アナ

フィラキシーに対応できるのか否か確認せずに

はいられませんでした。

養護教諭部会長の西ノ島中学校養護教諭の先

生に協力していただき、メールにてアンケート

を送り、ファクスにて返信してもらいました。
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アンケートの結果です。

食物アレルギーの児童生徒が在籍しています

か？

在籍有が４分の３を占めていました。
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児童生徒の４．０４％に食物アレルギーがあると

いう結果でした。

医療行為の経験の有無があるかどうかについ

ては

体温測定

血圧測定

脈拍測定は

１００％経験あり
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SPO２経皮末梢血動脈酸素濃度測定について

は、経験したことがある人はわずか２０％で、見

たこともない人も２０％という結果でした。
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講習会前にエピペンを知っていましたか？

知らなかった人はいませんでした

説明可能な程度に知っていた、打てる自身が

あったという人はわずかでほとんど聞いたこと

がある、程度でした。
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実際エピペンを打つ際には、嫌がるであろう

児童生徒に使用するにあたり、役割分担をふく

めたマニュアル作成やシミュレーションを繰り

返していなければ難しいと思われますが、これ

についてはほとんど準備がなされていないとい

うことがわかりました。
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じんましんの症状の児童生徒について、処置

をした経験がありますか？

救急搬送経験者はおらず、発赤発疹、軽度の

呼吸困難韓、粘膜症状に対し、保護者へ連絡、

病院受診などを経験している方が多く見られま

した。
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講習会を終えてアナフィラキシー症状につい

てどの程度理解できたと思いますか？に対し

て、理解できたと答えた方がほとんどでした。
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エピペンを自信をもって使えると思うかにつ

いては、講習前、後で図のように変化しており、

講習会は有意義なものであると思われました。
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さらに点数として表してもらった結果では、

エピペンを自信をもって使えると思う時を１００点

とすると、講習前が３７．６点だったものが、講習

後に８１点となっていました。
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講習会を終えて、学校で何か取組をしました

か？についてはほとんどが何らかの取り組みを

しており、内容としてはマニュアル作成、職員
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研修、特別食対応表でした。

結果です。

１ 現時点では学校現場においてエピペン、

アナフィラキシーに対する認知度は低い

２ エピペンを打つ準備はいまだ不十分

３ アレルギーやエピペンに対する意識を高

めるうえで講習会は有用である

★ エピペンを自信をもって使用するために

は、校内アナフィラキシー発症を想定し

たシミュレーションを反復し知識と技能

の定着をはかる準備が必要

★ スキルトレーニングの対象者は、養護教

諭だけでなく、すべての学校職員、学生、

保護者へと広げていくことが望ましいと

考える。

action

今後の課題として

★ 痛ましい事故を起こさないために

学校医あるいは地域医療を担う医師として

学校や地域に対し食物アレルギーや

アナフィラキシー症状について啓発活動

エピペンのスキルトレーニングを行うこと

が望まれる

★ 学校現場での負担が過大にならないよう

医療と学校が連携して工夫していくこと

が必要と考えました

以上です。

ご清聴ありがとうございました。
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地域における認知症予防教室の効果

発 表 者 田中 琴子 （鳥取県：鳥取市鹿野町総合支所 市民福祉課）

共同研究者 中宇地 康子、雁長 悦子、齋藤 路子
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鳥取市鹿野町総合支所 田中琴子です。

地域における認知症予防教室の効果につい

て、発表します。
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目的です。

鳥取市では認知症が介護認定の原因疾患の

２１．６％を占めており、脳血管疾患に次いで２番

目に多い要因で、認知症予防対策や生活習慣病

予防対策に重点的に取り組んでいます。

平成２１年度 S町にて、認知症予防検診で経過

観察の必要な者を対象に、認知症予防教室を実

施し、翌年からは、自主活動として継続してい

ます。

今回の研究はその活動の効果を検証すること

を目的とします。
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教室の概要です。

この教室は、平成２２年度から継続している自

主的な活動で、S町保健センターで実施してい

ます。
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