
北陸高度アレルギー専門医療人育成プラン「アレルギーに関する公開講座」

参加者アンケート集計結果

日時：令和３年２月２３日（祝）
会場：福井大学アカデミーホール
参加人数：会場 １９名

　　　　（養護教諭、保健師限定）

　　　　　オンライン　約３００名
アンケート回収：１１４名

１.年齢　

４.参加目的　※複数回答あり
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７.本日の感想

自分で気を付けることができることが多く、実践してみようと思った。また、ほけんだよりにも載せられるとい
いと思った。＊保湿剤のぬり方など

それぞれの先生方がコンパクトにわかりやすくまとめてくださり、短い時間の中でたくさんの情報を知らせてく
ださりありがたいです。チャット形式だと気軽に質問できていいですね。会場の者もその方が聞きやすかったか
も…。可能なら資料がいただきたいです。→HPでみます。

専門の先生方からの最新のお話が直接聞くことができてよかったです。

それぞれのアレルギーについて原因や治療目標、日常生活で注意することなど詳しくきけてよかった。大変勉強
になりました。
しばらく遠のいていた演題だったので再確認できたのと、新しい治療法など、知ることができてよかったです。
ワクチンの話、ありがたかったです。

花粉症の対応について、わかりやすい説明で参考になりました。

基本的な内容をわかりやすく説明していただきよかったです。
実際の医療現場でのお話もお聞きすることができたのでよかったです。子ども達の様子を思いうかべながら聞か
せていただきました。
基本的なことから、治療方法までお聞きできて勉強できました。治療の目標が病気によって違う点が興味深かっ
たです。

アレルギーに関する基本的なことがら治療法などについて詳しく教えていただきありがとうございました。有意
義な講座でした。

アレルギー性鼻炎について講演を受ける機会がこれまでなかったので、予防について聞くことができよかった。

統計をみても、実際の子ども達をみていても本当にアレルギー症状保有が増えている。多いと感じています。先
生（医師）方の治療の目的が健康な人と同じようにということを掲げていて、健康は本当に土台だと改めて感じ
ました。ありがとうございました。

自校にもこれらのアレルギーを患う児童がおり、対応に困ることもありましたので、本日はとても勉強になりま
した。ありがとうございました。

とてもわかりやすく説明いただきよくわかりました。ありがとうございました。

いろいろと勉強していても知らないことがたくさんあり、勉強になりました。

資料を配布していただけるとありがたい。もっと話を聞きたかったです。

６.興味を持った講演　　　※複数回答あり
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アトピー性皮膚炎が他のアレルギーの発症の要因と関係あることや
花粉症のアレルギー性鼻炎についての講演はわかりやすくて勉強になった。
特に２月～累計200度辺りから花粉の飛散が起こることなどは知らなかった。
スキンケアの重要性や具体的な薬についてなど最近の治療についての知識が得られた。

一気にいろんなアレルギーの講座が聞けたのはとてもよかったです。職場等で知識をいかしていきたいと思いま
す。

基本から最新情報までとても参考になりました。コロナの予防接種は受けるようにと言っていただいたのも良
かったです。

４人の講師が短時間で交代し話してくれたので、最後まで集中して聴くことができた。

各分野の治療法についてお話が聞けて良かったです。チャットが上手くできなくて途中で送信してしまったの
で、失礼しました。

4つのアレルギーについて、広く知れてよかった。

食物アレルギー：基本的な知識に対する内容が多かったので確認になりました。アレルギー性鼻炎：5～9才の
登下校時に暴露して発症するために予防のためにマスクの重要度というのは初めて知りました。大事だと思いま
した。喘息の治療で抗体療法や気管支サーモグラフィなどの治療があると初めて知りました。勉強になりまし
た。

会
場

チャットだけだと質問者の顔や所属が見えないことにより、質問の意図が説明しにくいのだなと感じました。答
えて頂いた先生方も答えにくかったのではないでしょうか。相互交流ができて、相手の顔が見えるツールの方が
よいと感じました。チャットの匿名性もやや心配なところです。
メカニズム、治療法などももちろんですが、症例を出して説明していただいた説明が、分かりやすかったです。

新しい情報を得られて良かった

スキンケアの事など生活していく上での演題も聴きたかったです。

短時間で様々な話が聞けてよかった

電波の調子が悪かったのか、何度かフリーズしてしまったのが残念でした

内容が専門的であったので、具体的事例が欲しかった

専門用語が多すぎて分かりにくかった。医療従事者向けの内容だったのでしょうか？

育児のため見られませんでした。

参考になりました

講演内容は参考になり良かったが、チャット機能の使い方が分からず、質問できなかったのが残念だった。

アレルギーに関して一度に４つの分類を専門家の方から聴けてためになりました。

大変有意義でした。質問に対して答えていただくこともでき満足しています。

自宅で参加できるのでとても有難かったです。次回もこのような参加ができると嬉しいです。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

今までに何度か、全国規模のアレルギー専門講義に参加せていただきましたが、地元福井で開催していただける
のは大変うれしいかぎりです。
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今日の素晴らしい講演の内容をデータなどで、学校に配布していただけるとありがたいです。
県教委か県養護教諭研究会に連絡してくださると、嬉しいです。

勉強になる内容で、仕事にも活かせると思いました。

難しい医学用語も入っていたのでわたくしには理解するのに時間がかかりましたが、全体的に判断できる優しい
まとめになっていましたので、最終的には７割くらい理解し終えれました。
誤解のないように追記させていただきます。『わたくしにはりかいするのに』という意味は一般人と言うことよ
り、自分の障害ゆえと捉えていただければと存じます。
先生方のご説明はとてもわかりやすく、イメージしやすいフリップを通りしての講座でしたので、理解するため
に説明流れについていくのに大変だっただけであると言うことを誤解のないように追記させて下さい。何卒御容
赦ください。本日は貴重なお話を聞く機会を一般人の私にもお空けいただきまして、誠に感謝申し上げます。
大学病院の先生方々皆様、コロナに負けず頑張ってください、ありがとうございます。
皆様季節柄ご自愛ください。本日はありがとうございました。

オンラインなので、休日でも嶺南からでも参加でき、ありがたかったです。各アレルギーについて、専門的にか
つコンパクトに教えていただき勉強になりました。アレルギーについての研修を久しぶりに受けたので、新しい
治療など興味深く聞かせていただきました。

最新の情報を教えてくださり、動画などで分かりやすく薬の塗布の仕方を教えてくださったり、どの内容も興味
深く分かりやすいものでした。

食物アレルギーでは年齢を重ねるにつれて症状が緩和していくものもあれば、遅くに発症したアレルギーに関し
ては治りにくいということを学ぶことができました。また、アレルギー性鼻炎の主な原因は花粉とダニであり、
ダニは秋から冬にかけて増加するということがわかりました。気管支喘息では吸入薬の成分で血糖値を上げるも
のもあると聞き、喘息の吸入の際は血糖値にも注意しなければならないということを学ぶことができました。

服薬についてや、治療方法など最新の情報を取り入れながらお話をしてくださったので、とても勉強になりまし
た。

4つのアレルギー性疾患について、具体的な数値や画像を示しての現状を聴くことができ大変勉強になった。
それぞれの治療方針も分かり、参考になった。学生も参加させてもらえたのがよかった。
こういう機会をまた増やしていただきたい。

とても参考になりました。

オンラインで研修を受けられてありがたい

家に居ながら、講座を聴くことが出来、有意義な一日でした。

講演をお聞きして、各アレルギー疾患の診断の流れや、どのような治療が行われているのか、今まで知らなかっ
たことを学ぶことが出来ました。特に、花粉症の予防について、発症していない人も花粉を吸い込まないよう対
策が必要だということに驚きました。今後も、学校現場でアレルギー疾患を持つ子どもたちとそのご家族と関わ
る際に、知識を学んで活かしていきたいと思います。

食物アレルギーについて興味があり視聴しましたが、他のアレルギーについても、普段はあまり知識を得る機会
がなかったため、勉強になりよかったです。
一般の方向けだったためか、大変分かりやすかった。ネット配信だと、家で受講できるので、とても助かる。来
年度も開催をお願いしたい。

７.本日の感想
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とても分かりやすく、勉強になりました

自宅で研修ができ、大変良かったです。内容も、乳児から大人に関わる内容で見通しをもって保健指導や相談の
参考になることがありました。ありがとうございました。

ためになった

参考になった。

4つが面白く関連し、いづれも興味深き聞きました。

最新の情報がわかったのでよかった

オンラインでの開催、かつ無料配信でとても良心的。子育て世代はなかなか足を運ぶ事が難しいので、新しい時
代、新しい生活様式の一つとしてオンライン開催はとてもよかった。

いろいろな話が聞けて良かった

日頃の疑問に思っていたことが知れて良かったです。

エピペン所持の食物アレルギーを抱える我が子達を育てている母として、こども園で働く保育教諭として、最新
のアレルギーの情報を知りたくて参加させていただきました。小児の食物アレルギーとつきあう苦労は体験して
いる人にしか中々わからないもの。アレルギーについて、世の中の人が知ってくれ、リスクと共に暮らす子供や
家庭への理解が広がればいいのに…そう思い続けて10年がたとうとしています。病気と付き合う家庭の現状や
助けてほしい点、そんな部分も研修や講演で紹介していただけると小児を預かる施設の先生方は具体的な手立て
を探るポイントになる気がします。
福井大学の先生方にはいつも救われ、励まされ、前向きに育児できています！
アレルギーがない人にも、アレルギーを知ってもらう機会、今、アレルギーと付き合っている人には最新の医
療、情報を色々な方法で届けていただけませんか？
コロナ禍と関係なく、今後もオンラインでの公開講座、お願いしたいです。
今日はありがとうございました😊😊

子どもの卵アレルギーの事があり視聴しましたが、全ての講演が参考になりました。ありがとうこざいました。
チャット機能がうまく使えず、質問ができなかったのが残念でしたので、申し訳ないですがここで質問させてく
ださい。
子どもが卵の負荷試験の結果、卵の白味を５グラム程度まで食べれるとわかりました。自宅でも週に３回程度食
べるように言われましたが、卵の白味だけだと嫌がって食べてくれません。白味以外のもので、何をどれだけ食
べさせたら白味５グラムと同量を食べた事になりますか？例えば、プリンなどの全卵の入っているもの（甘いも
の）でスプーン１杯くらいを食べさせる事から量を増やしていく事で練習することはできますか？
すみませんがお答えいただけると、助かります。

子供は小さいころからアトピーとぜんそくで、旦那さんは花粉症で、私は鼻炎や副鼻腔炎や湿疹が出たりといっ
た症状なのでとても勉強になりました。

福井県の現状（環境やデーター）を取り入れてお話しいただいたので大変参考になった。

アレルギーに関する様々な情報に触れ、さらに深く知りたいと思いました

わかりやすかった
アレルギーに関して、各方面から教えていただき良かった。また、アトピー性皮膚炎がアレルギーのはじまりの
ことも多くまず、そこへの対処が大切だと感じました。中途半端な薬物療法ではなく根拠のある方法を守ること
が大切だと感じました。
24歳の長男がアトピー性皮膚炎で皮膚科を定期的に受診しています。家族として知識の習得になればと拝聴し
ました。プロテクトケアの大切さ伝えてあげたいです。ありがとうございました。
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個人的には花粉症に関心があったが、４題とも関連しており、それぞれのお立場の先生から専門的な話を伺い、
勉強になりました。
聴講者は私のような一般人で関心があり受講している人や、本人またはご親族等でアレルギーに悩んでいらっ
しゃる方、また学校や施設の方、医療業界の方等、チャットの質問欄を見ても幅広い層からの聴講が伺えまし
た。なので、Q&Aに関しては時間の制約はあるかと存じますが、１講義を終えての具体的な内容のやり取り
と、４講義後のアレルギー全般に関する全体的なQ&Aに分けると良かったのかなと思いました。

それぞれのアレルギーについて分かりやすくまとまっていて、多くを学べた時間でした。

短時間でまとめられ、理解しやすかった。薬剤師のため、薬物治療についてもう少し詳しく聞きたかった。

勉強になりました

ひとつの講演がちょうどいい長さで、多方面のお話が聞けたのがよかったです。

新しい治療の話が聞けて参考になりました。

色々と知らなかったことを聞けて、良かった
今後の参考にしたいとおもう

主に基本的な内容でしたが、知らなかった新しい治療法がある事がわかった。又、病気の再認識ができた。

基礎知識としてとてもわかりやすい講義でした。

わかりやすくてとても勉強になりました。

わかりやすく、参考になりました。

疑問に答えていただき良かったと思います

勉強になりました

勉強になりました。舌下免疫療法がもっと安くなりましたら、治療したいと思います。

vimeoで講座は参加しやすく、多くの方が視聴できてよい。

判断が難しい事例がありこのような機会がありとても参考になりよかったです。今日はどうもありがとうござい
ました。

一つひとつの講義時間が集中して聞ける長さで聞きやすかった。

一度に４つのアレルギー疾患について知ることができ充実した時間を過ごせました。時間をかけてゆっくり話を
お聞きしたいと思うものもあったので、またこのような機会
があるとありがたいです。今回オンラインで参加させていただきましたが、オンラインでは随時質問を受けてく
ださっていたので、質問しやすかったと思います。ありがとうございました。

演者が複数いらっしゃり、たくさん学ぶことができてよかったです。ただ。Vimeoの機能が、分かりにくかっ
たです。

オンラインでの参加でしたがコメント入力がしづらかった。エンターを押すと投稿されてしまうので戸惑った。

わかりやすかった

オンラインで受講できて、質問もできるいい方法であり、これからもいろんな講義を開催してほしい

それぞれが短い時間でしたが、とてもわかりやすかったです。予防の仕方や治療法など知ることができためにな
りました。

保育園で働いているため、全部役に立つ内容だったが、特に食物アレルギーと喘息の対処方法は参考になった。
看護師といっても私はあまり知識がないので、保護者と連絡がつくまでや、病院に到着するまで気が気でない時
間が続く。前回の研修内容を忘れないように、このような研修にはできるだけ参加する様にしている。
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どのテーマも分かりやすい説明で参考になりました。

ヒートテックによる蕁麻疹を子供が発症したので、食べ物と運動と物理的刺激を検証したいと思いました。

４分野について専門医が分かりやすく説明していただき、理解しやすい内容でした。

肌のコンディションを乳児の時から整えていくことが大切とわかりました

質問にもたくさん答えて頂きありがとうございました。オンラインだったので、家や子どものことも疎かになら
ず気軽に受けられたのでよかったです。
最新情報を学ぶことが出来ました。地元の先生方が教えて下さるので身近に感じられた。心強いです。
チャットでの質問が上手く出来ませんでした。とのようにしたら出来るのか、予め教えていただけるとありがた
いです

よかった

チャットで質問できたのがよかった

子供が食物アレルギーで通院し負荷試験行っているが、他の先生のお話、意見も聞きたいと思っていた。アレル
ギーマーチと言う言葉は知っていても、症状が出なければ受診できない。予防をしていきたいのに、症状が出な
いと受診できない。
生後数ヶ月の子供もおり、アレルギーのある上の子だけに時間もかけられない。今回オンラインの公演でとても
助かりました。情報収集は専らネットに頼っているので、各専門医の方のお話が聞けて良かったです。
ありがとうございました。

分かりやすかった

色々と参考になりました。

個人事業で食肉製品をつくってます。大変参考になりました。食品事業者向けでもお願いしたいくらいです。

様々な分野の先生からお話が聞けてよかったです。ありがとうございました。

固形の食物がだめでも、それを原料にした調味料は摂れるなど、細かなところは知らなかったため、勉強になり
ました。

７.本日の感想
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チャットで色んな質問もあり、それに答えていただけて参考になった

オンラインでしてくださったので、子持ちには参加しやすかったです
短く、端的にまとめられていたので、詳しくない者でも聞きやすかった。

娘のアトピーで20年近く悩んでいるので、専門の先生のお話を聞いたり、チャットで他の方のご意見を聞けた
のは良かったです。良い機会を作って下さってありがとうございました。
福井大学の先生の方々なので、近くにおれれるという親近感があります。

アレルギーに関しての知識が非常に深まったたため。
短時間で１種類だけでなく、様々なアレルギーについてのお話をお聞きすることができたのでとても良かったで
す。

わかりやすい内容だった。

チャットで質問させていただきました。会場参加では質問がしにくいですが、気軽に質問できました。どの先生
方も丁寧にお答えしていただき、ありがとうございます。

身近にいるアレルギーの子ども達への指導に使える内容が多かった。リモートも可だったので休日でも参加しや
すかった（自宅がおおい町で遠いため）。

ほぼすべての質問に回答していただいたようで、とても感激いたしました！

オンライン講座は会場で聴講するよりも手軽で、参加しやすい。
イメージしやすいフリップと同時進行の説明がとても解りやすく、現在の要点要素が入っておりましたので、新
鮮な学びとしてお勉強させていただくことができたからです。

会場に行くことが難しかったのですが、オンライン上で講演を視聴できたことがありがたかったです。

内容、参加方法（無料オンライン講座）どちらもよかったため
チャットでの質問にほとんど答えていただいたのが、よかったと思う。視聴者が疑問に感じていることをライブ
でやりとりできるのは、魅力的である。

子供が小さいので、外出しにくい為、自宅でライブ映像で講座を聞くことができ、よかったです。子供が食物ア
レルギーと喘息があり、自分自身も花粉症があるので、とても興味深い講座でした。
回線も順調で音声画像も明瞭だったので

このさまざまなアレルギーについて、専門家の講義を受け知識を得られたため。

内容もわかりやすく要点がまとめられていた。

会場まではなかなか行けない場合でも気軽に研修を受けられる

会場へ出向かなくても素晴らしい講座を聴くことができたから。

小児に対する内容が多く、大変勉強になりました。今後の仕事に生かしていきたいと思います。

８.満足度

①非常に満
足

44.7%②満足
39.5%

③やや満足
4.4%

④ふつう
7.9%

⑤やや不満
3.5%
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来年以降もオンライン形式を希望します。

知りたい内容が的確で、要点のみで、分かりやすかったです。
三男の卵アレルギー、長男の喘息（今は寛解）、両親のスギ花粉症、親子ともアトピー性皮膚炎なので、全ての
講演に関係があったため、すごく勉強になりました。

チャットでの質疑応答もあり専門知識のない一般市民でも疑問に感じた事、日頃から感じている事を聞くことが
できてよかった
自宅で視聴できたことも良かったです。

家で聞けるのは便利

基本的なことを知ることができ良かったと思います。

グラフでの対比や、薬の塗布の方法動画がわかりやすかった。

私は人の多い場所や遠くまで出かけることが苦手なので家で気軽にとても為になるお話が聞けてとても良かった
です。ありがとうございました。

先生方のお話が簡潔にまとめてあり、とても分かりやすい。時間配分もちょうどよかった。

複数診療科の講師の話が聞けたから

まんべんなく学べ、オンラインで簡易的に参加でき、通常なさそうな質問も多数聞け、無料で、満足でした。

オンラインで受けやすかった

研修の場所が選択できたから。

聞きたいことが聞けたから

1度にいろいろなアレルギーについての話を聞けたため

興味深い内容がそろっていて説明もわかりやすかった。講演の時間の長さも丁度よく聴きやすかった。

講義内容を事前に印刷したかった。

こちらの問題ですが、携帯での試聴は何回も止まってしまいました。

質疑については講座で紹介されたものも再度HPで回答して欲しい

従来の皮膚メンテで改善していないため、参考情報が欲しかった

沢山学べたから

医学的な難しい用語が多いのかなと思っていましたが、大変分かり易くよかったです。

分かりやすく学べた。

今後、仕事で指導する時や家庭内、子育てでも生かしたいと思いました。

一度に４つのアレルギー疾患について学習することができとても充実していました。

市民にも分かりやすかったから

８.満足度

①非常に満
足

44.7%②満足
39.5%

③やや満足
4.4%

④ふつう
7.9%

⑤やや不満
3.5%
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勉強になった

アレルギーに関する各専門の先生の話を聞けたことがよかったから。

オンラインで受講できたから

知りたかったことを聞くことができたから

オンラインだったが、紙媒体がなくても内容がわかりやすかった。

勉強になったから。

アレルギー性鼻炎について、もっと深くてもいい

講演も大変聞きやすかった

基本知識を得られたから

分かりやすかったから

アレルギーについて学びを深めることができたから

花粉症やアトピーについても学ぶことができた

８.満足度

3人目の先生から声がわれてききづらかった。

仕事だけでなく、子供の事で鼻炎や皮膚炎のことも聞けたから

別の研修会で既習のことも多かったですが、復習になりました。

オンライン参加が出来たから
オンラインは遠方からも参加でき、時間も節約出来るので有り難いです。また、オンラインの方が気軽に質問も
しやすいと思いました。

アレルギーは原因、予防法、治療法、すべてにおいて多種多様であり、知る機会が多いほど、良いと思いまし
た。
映像が止まってしまったり、音が聞こえなくなってしまった部分があったので、後日動画配信などあればいいな
と思いました。

オンラインで、興味のある講演だけ聞けた

聞きたいことを聞けた

各専門医の方の、それぞれのお話を聞けたので。

短い診察では理解しにくいことが、絵を見て、先生のお話を聞く事ができたから。

興味がある内容だったため

４種類のアレルギーの話を一度に聞けたのでよかった
食品関連のボリュームは少なかったが、醤油の小麦、大豆アレルギーについての考え方や離乳食など、知識の確
認になりました。

わかりやすかった

①非常に満
足

44.7%②満足
39.5%

③やや満足
4.4%

④ふつう
7.9%

⑤やや不満
3.5%



満
足 1回の講義でたくさんのテーマをきくことができてよかった。

自分で気を付けることができることが多く、実践してみようと思った。また、ほけんだよりにも載せられるとい
いと思った。＊保湿剤のぬり方など

チャットの方からの質問がいろんな方面からでていて、いろんな答えがきけてより勉強になりました。アレル

基本的な内容をわかりやすく説明していただきよかったです。

専門の先生方のお話はとても興味深かったです。

すべて興味深い内容でした。

内容が充実していた。短時間で多く学べた。もしよければ、スライドを印刷した資料をいただけるとありがたい

Drからのお話は勉強になります。

スキンケアとプロアクティブ療法　1月に受講した（Vimeo）内容と重なる部分がありましたらこちらの講演で
も資料をいただけるとありがたいです。新たに分ったことも多く勉強になりました。外用方法の動画わかりやす
かったです。

さまざまなアレルギーについて話を一度に聞けてよかった。

学校で活かせるお話があってよかったです。

最新の治療をきかせていただきました。
勉強になった。学校で勤務しているので、小児のことについて知れるともっとよかった。

もう少しふみこんだお話や予防法を知りたかったです。

どれも、時間が足らない感じがしました

短い時間だったにも関わらず、4つの講演ともポイントがわかりやすくとてもよかったです。

や
や
満
足
普
通

や
や
不
満

８.満足度

分かりにくい点が多々あったように思ったから。

育児のため視聴時間の確保ができなかったので、再配信などあるといいです。

チャット機能が分からず、質問できなかったから。

食物に関する食べない方がいい物等、もっと深い話しが聞きたかった

少し専門すぎたように思います。

オンラインの難しさというところで、これにさせていただきました。

もう少し具体的な内容がお聞きしたかった

こちらの都合で上手く映らなかったからです。

具体例が聞きたかった
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足

44.7%②満足
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③やや満足
4.4%

④ふつう
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小中学校での症状出現時の具体的な対応方法

同様の内容で新しい治療法について知りたい。

アレルギー性結膜炎について

体質改善とアレルギー症状

小児におこりうる疾患

９.今後も講演会を希望するか

１０.今後取り上げてほしいテーマ

症状出現時から医療機関につなぐまでの初期対応について（食物アレルギー喘息発作）

学校生活にいかせるもの（がん・性感染症・生活習慣病・メンタルヘルス）

何でも聞きたいです。

チャットのほうが質問しやすいと感じました。Vemoを活用した講演また行きたいです。

老人のアレルギーと喘息

藤枝先生のワクチンのお話とても納得できました。

学校生活に関連するような内容があればありがたいです。

学童期の予防に興味があります。小学生の鼻炎発症におさえたい。

じんましんについて

定期的に実施いただけると最新の情報がきけるのかなと思います。よろしくお願いします。本日はありがとうご
ざいました。

子供の離乳食関連の事など

上級編など知識をアップデートできるような内容も今後ご検討いただけたら。

各種アレルギー患者さんの事例

健康的な生活を送るためのヒントが得られるような講和

食事の介入のやり方やスキンケアの注意点、専門の中でのトピックスなど。

また、食物アレルギーや栄養学について最新の状況を知る機会があると嬉しいです。

食物アレルギー

アレルギー、スキンケア

アレルギーの人の食事療法や、ストレスに強くなる心の持ち方等を教えて頂きたい

①希望する
96.5%

②希望しない
0.9%

③どちらともいえない
2.7%



仕事上乳幼児と接しているので、乳幼児に関係ある内容だと有難いです。保護者に対して医師がどのように接し
ているかや、「FTU」で塗るなど動画で見られると、今後の参考になるので嬉しいです。

１０.今後取り上げてほしいテーマ

腎臓疾患心疾患、起立性調節障害など

オンラインでの開催を希望します。新しい医学情報を、おしえていただけると嬉しいです。

アレルギーについて

学校と医療機関の連携について(食物アレルギー、喘息、アトピー、アレルギー性鼻炎など)

学校・こども園等で起こったアレルギーの対応事例について

どのような分野でも日々医学は進歩しているので最新情報がきけるのはありがたい。

今はたくさんありすぎて、書ききれません。考えさせていただくお時間を下さい。

思春期の子供への接し方
顎関節症の治療と矯正について

所環境の整え方について教えていただきたいと思います。

体内の免疫のしくみについて

食物アレルギーに関する内容

コロナ感染症について、解明されていない部分は多いが、現在の状況などだけでも知ることができるとよい。

小児の病気について、自宅での対処の方法、病院へ受診した方がいいのか、、、受診のタイミング。

花粉症

治療など、最新のアレルギーの情報についてしりたいです。

新しい情報が欲しいと思っています。

新型コロナウイルス感染症について

頭皮のかゆみについて

テーマはわかりませんが、オンラインは大変ありがたかったです。

動物アレルギーについて

今回の講演会のように、一般の人からの質問に答えてくれる内容は、ホントにありがたいです。
今回の講演会では、アトピーがあると他のアレルギーも発症しやすくなるという事など、知らなかった事も教え
ていただけて、大変勉強になりました。
私の家族のように、元々アレルギー体質の人が、生活していく上で、どのようなことに気をつけたらいいのか、
また今は発症していないが、できるだけ発症しないように（発症しても軽く済むように）するには、どのような
事に気をつけたらいいか等、一般の人でもわかりやすい内容だとありがたいです。本当にありがとうこざいまし
た。

食物アレルギー、皮膚炎についてまた聞きたいです。

健康に関すること全般（特に糖質制限ダイエット）フレイル予防のための運動と食事法

ACPの進め方

基本的な生活習慣や食事等の予防法も聞けるといいです。



発達障害への支援方法。高校生以上について。

定期的に同じようなテーマでお話を聞けるといいと思いました。

アレルギー(目の症状)

更年期の病気について

アレルギーに関すること、今回と同じテーマでもよい

アレルギーではないですが、よいでしょうか。
ADHDのあるお子さんで小麦・乳を食べると多動傾向が強く出ると東京まで受診しに行ってグルテン・カゼイン
不耐症と診断されました。食べ物と多動にはどのような医学的関連があるのでしょうか？論文などあればご紹介
頂きたいです。

婦人科系の病気について

食品事業者向け。コンタミネーション事例や事故の実例を多めで。

不登校児の対策

保育園での診断を受けた子供の保護者の対応について

今まで引っ越しに伴い3病院での食物負荷試験を行ったが、各病院で方法が異なった。
今回の食物アレルギーの公演では短時間という事もあり、概要だったので、負荷試験について、エピペンについ
てなど、いくつかの項目を詳しく知りたいと思った。
ただ、聴く方によって、年齢によって知りたい内容は異なるので難しいと思いますが。
ありがとうございました。

アレルギー全般

美容　　頭痛　　腸について

コロナに関する正しい知識

子どもの転倒、怪我などの対処方法。病院に行く目安など。

アレルギー性の咳で、長く投薬を続けています。
病院を、かわったことがきっかけで、長年の頭痛がなくなりました、が、まだ咳は改善していません。薬の副作
用は患者ではわからない事があります。今後は医者任せではなく、自分の病気に知識を持つ事が大切だと思い、
今回この講義に参加しました。薬についても勉強したいと思います。是非、定期的にオンライン講座を開いてく
ださい。本日はありがとうございました。

１０.今後取り上げてほしいテーマ
頭痛、偏頭痛、貧血、低血圧、睡眠障害、スマホ依存など

アレルギーのお薬について

アレルギー関係でしたら、薬のこと。それ以外でしたら、感染症のこと。

学校における食物アレルギー対応について　学校生活管理指導表の改訂、口腔アレルギー

災害時におけるアレルギーの緊急時の対応、アレルギー対応医療機関最新情報等

アレルギーになる人とならない人の違いなど。

食物アレルギー



Q

A

定期的に、最新情報を提供して欲しい。

事例などがあれば教えていただきたい

アンケートでいただいた質問の回答
子どもが卵の負荷試験の結果、卵の白味を５グラム程度まで食べれるとわかりました。自宅
でも週に３回程度食べるように言われましたが、卵の白味だけだと嫌がって食べてくれませ
ん。白味以外のもので、何をどれだけ食べさせたら白味５グラムと同量を食べた事になりま
すか？

５ｇ程度まで食べれるのであれば、卵白５ｇには蛋白質が0.6g含まれていることから、食品
表示で0.6gより少ない蛋白質を含む、卵の加熱がしっかりされた加工品を利用することにな
ります。たとえば、市販のクッキー2枚やロールパン２個、ちくわ２本やハム２枚程度は食
べれる計算になります。
プリンは加熱が不十分なため、製造方法により食べれるかが異なります。
負荷試験で確認された安全に食べれる量を超えて、摂取させることが可能かどうかは、お医
者さんとよく相談してください。

感染症（コロナだけでなく、インフルエンザやコレラの歴史も含めて）

１０.今後取り上げてほしいテーマ

食べ物と運動と筋肉についてお願いします。

食物アレルギー

ピーナツアレルギーの治療について
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