
第15回団体交流会
団体報告

大阪狭山食物アレルギーアトピーサークル
「Smile・Smile」
代表 田野成美

平成３０年３月１０日

ＳＡＹＡＫＡホール大会議室

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ご自身や周りにアレルギーがある方がいらっしゃいますか？私たちのサークルを知っている方？ぜひこの機会にいろいろ知ってくださいね



主な活動・略歴、大阪狭山市の現状、
その他については１５分では話きれないの

でお手元の資料をご覧ください。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート




皆さんはアレルギーを知っていますか？



皆さんはアレルギーを知っていますか？

国民の3人に1人が何らかの
アレルギーをもっているという

調査結果もあり、
もはや「国民病」とも
言われています。



・アトピー性皮膚炎
・アレルギー性鼻炎（花粉症）
・アレルギー性結膜炎
・アレルギー性胃腸炎
・気管支喘息
・小児喘息
・食物アレルギー
・薬物アレルギー など

代表的なアレルギーとしては…



設立2004年 1４年目

私たちは子どもたちのアレルギー疾患に
関する取り組みをしてるサークルです。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Smile・Smile」は�食物アレルギー・アトピー性皮膚炎・喘息を持つ子どもの保護者が集うサークルです�河内長野市、寝川市、住吉区、奈良県、など他地域の方も参加され、会員数は全部で３３名おり役員７名で運営しております。



アレルギーのある人も無い人も
楽しく豊かに生活していける環境を実現すること

患児の保護者に向けて 一般の方に向けて

様々な立場の方に向けて

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
主な活動は毎月の定例会と電話相談、２か月に1度のスキンケア講習会です。ほかに自分たちでも講演会を開催したり、依頼を受け講演でお話させていただいています。また、年に数回アレルギー関係の学会や研究会、懇親会に参加し最新の情報を得たり、関東や北陸など他地域の患者と情報交換しています。



目標は
アレルギーを『治す』

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
活動を行ううえで、活動の基盤になっている保健センター理解・支援・協力をくださる教育委員会や社会教育緊急時に連携体制をとってくださる消防署１人でも多くの子ども達が食べれる給食を提供くださる給食センターパワーポイントの言葉すら知らなかった私たちに様々なことをおしえてくださり、活動がしやすいようにとアドバイスや協力をくださる市民協働グループ、市民活動センター、公民館	 古川市長様をはじめ、他機関のご協力と子育て支援があるからこそ、治す目標に向かってみんなでサークル活動 ができていると思っています。



サークルに参加したきっかけ

・他の赤ちゃんのように肌がすべすべでなくガサガサ
・食物アレルギーだと診断されたが、どうすればよいか
分からない

・病院に通っているが良くならない
・こんなに食べられないのは自分の子だけ？
・みんな言うことが違うし、どうしたら良いかわからない



•世の中には情報が沢山あり、古いものや
新しいもの、間違っているのか、あっている
のかさえ分かりません



わからない事ばかり!!



不安



・知っていくようにした
・コードをほどいていく作業

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ネット、本学会、アレルギー専門医治療のガイドライン自分たちのやってることは言わない環境を知るよそくしていた不安が改善された狭山の環境が当たり前でなくとてもありがたいことだと分かった



情報収集・話し合い・経験
からの整理



安心を増やしたいと補助金で講演会を
行ったり勉強会をするようになった

•アレルギー専門医、教育委員会、給食センター、
保健センターなど普段関わりのある関係者に

正しい治療や情報、取り組みなどを話していただいた。



大阪狭山市市民公益活動促進補助金の
申請や報告会の中で課題をいただいた。

『アレルギーにならないためには
どうしたらよいのか』



今までは
・治療に対する不安をなくすこと
・症状がでた場合の対応
など子どもを守るためにはどうすればよいのかを
主においた活動をしていた



治療や活動のなかで
大事なことは予防だと改めて感じた



・喘息が出るから参加しない

・アレルギー症状が出るから食べない

・食べたらじんま疹が出る



・喘息が出るから参加しない
’ 喘息がでないように治療する
’ 治療して参加する

・アレルギー症状が出るから食べない

・食べたらじんま疹が出る



・喘息が出るから参加しない
’ 喘息がでないように治療する
’ 治療して参加する

・アレルギー症状が出るから食べない
’ 食べても症状が出ないように治療する
’ 出ない量だけ食べる！

’ さらなるステップへ

・食べたらじんま疹が出る



・喘息が出るから参加しない
’ 喘息がでないように治療する
’ 治療して参加する

・アレルギー症状が出るから食べない
’ 食べても症状が出ないように治療する
’ 出ない量だけ食べる！

’ さらなるステップへ

・食べたらじんま疹が出る
’ 皮膚をケアしておく
’ スキンケアをきちんと行う

発想の
転換



予防を主においた活動に切り替わるなかで…

食物アレルギーで悩んでいる人の大半が
乳児湿疹でまず最初に悩んでいた！！



•同じ思いをアレルギー専門医を持っていたことを知り、
•保健センターとの話しをし、
•大阪狭山市が動いてくださった結果
•２０１３年５月より３者協働事業として
『乳幼児スキンケア講習会』を行うようになった！！



5年が経過し、乳幼児スキンケア講習会の結果は・・・
・専門医と保健センターが検証している
・サークルとしては大阪狭山市民から
アレルギーに悩むお子さんが減ったと実感している



子育てをしている中で、環境や地域の体制など
知らないことが多すぎます。

地域情報を知るだけで安心した子育てに繋がります。

私たちの役割は大阪狭山市の
情報を発信、共有すること

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そして子育てをする中で市の体制ややってくださっていること、この環境があたりまえでなく、すごいことなど実はしらないことが多いです。ＰＴＡ役員やサークル活動をとおして知ったことをつたえることは安心した子育てにつながります。



・不安の軽減
・明るく楽しい子育て

私たちの役割は大阪狭山市の
情報を発信、共有すること

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そして子育てをする中で市の体制ややってくださっていること、この環境があたりまえでなく、すごいことなど実はしらないことが多いです。ＰＴＡ役員やサークル活動をとおして知ったことをつたえることは安心した子育てにつながります。



活動の一環として地域の皆様に
お伝えしていることがあります♪

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
サークルでは正しい医療とであったことで生活が安定し、治療がすすんだり、治療から卒業した仲間もたくさんいます。私たちの経験や食べられるようになった、わが子達の存在が希望となり治療目標へと導く事ができます。アレルギーがあってもなくても楽しい子育てができるよう今後も明るい子育てのサポートを目指し活動していきたいと考えています。



本日出席のみなさまへ

•イベントや行事には食べ物を扱うことが
多いと思います。

•「このイベントには食べ物があります。
詳しくはお尋ねください。」
などの記入があれば
参加できるかの判断ができます。



イベントでのアレルギー表示や袋を貼っていただけれ
ば食べられるかの判断ができます



この表が資料にあります



この場合は・・・



この場合は・・・



この場合は・・・



お菓子などを配る時には袋を捨てないで
保管しておいてもらえると嬉しいです♪

食物アレルギーある？
これ食べられる？

お母さんに聞いて
食べてね

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
お菓子などを配る時には袋を捨てないで保管しておいてもらったり、お菓子の配布前に「アレルギーがある人はこっちにきてね♪」声掛けしてもらえる嬉しいです「乳製品が食べられない」と言っても症状も程度も人それぞれなので、食物アレルギーがあると分かった場合は確認してもらう方が安心です



食物アレルギーは個人差があります。
食べられる物と食べられない物も違い、症状の
出方もそれぞれ違います。

話しを聞いてくださる事、
知ってもらう事、
そして応援してくださる事が、
アレルギーっこ応援団です！！



ご存知でしょうか・・・！？

大阪狭山市はアレルギー疾患の
子どもたちを守る連携が、

全国的に見ても
進んでいるんです！！！！！

お手元の資料を
ご覧ください♪



学会や講演会で展示し、大阪狭山市の
情報発信に取り組んでいます



・地域の皆様に守られている事
・当たり前でなくありがたい環境にいるという事

・感謝の気持ちを伝えていく事
を大切に1人1人に寄り添って
いきたいと思っています。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
当たり前ではなく、とてもありがたい環境だということをつたえたいイベントでは子どもたちがわかるアレルゲン表を作成子どもたちを守っていくためにも頑張ってくださっている先生方をまもり応援してくださいそして、アレルギーっこ応援団をいままで行政がしてくださっていることが当たり前にならない感謝を伝えていくということを今後もおこなっていきたい地域の皆様が守ってくださったおかげで子育てができているこの感謝の気持ちを今後も講堂でつたえていきたい



2014年6月 NHK放送エデュカチオ



サークルとして今後も引き続き
・定例会
・電話相談
・スキンケア講習会
・ブログやホームページ
・SNSや動画配信
・安心安全の為のノート作成
など活動を続けていきます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以前にはテレビで劇団をテレビで取り上げられたり、健康祭りで披露させていただいたことがあります。またいつでも読んでいただければと思います



•ホームページ ・ブログ【さやりん’sアレルギーライフ】
http://sayamasmile.jimdo.com/ http://sayama2525smile.blog106.fc2.com/

• facebookページ
大阪狭山食物アレルギー・アトピーサークル「Smile・Smile」

•ツイッター
【大阪狭山アレルギーSmile・Smile】@smilesayama

• YouTube
「大阪狭山 Smile」で検索 ・大阪狭山市のバイキング給食

・アレルギーの緊急対応について
・学校でのアレルギー症状の対応について
・Smileの思い など

http://sayama2525s/


ご清聴ありがとうございました。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日、このような機会をいただけたことに心より感謝しております。ご清聴ありがとうございました。
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