
○議長（山口 一成君）   引き続いて３番、川瀬孝代さん。 

○３番（川瀬 孝代君）   通告に従いまして、一般質問、２題を質問させていただきます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 １つ目、行政情報について質問をさせていただきます。 

 現在、東員町の行政情報は広報とういん、インターネットによる東員町ホームページな

どで公開をされています。町民への情報の提供は重要なことであります。町民の皆さんの

生活に役立ち、必要な情報をまとめた暮らしの便利帳の作成を提案いたします。この便利

帳は、現在さまざまな市町村で作成をされています。タイトルも例えば暮らしのガイドブッ

ク、暮らしの案内、お隣の桑名市では暮らしの情報紙、マイタウン桑名などがあります。 

 また、行政情報だけではなく、その町の歴史や文化、特産品、観光など、地域の情報も

掲載されており、それぞれ工夫を凝らした取り組みがされておりました。 

東員町には東員町ならではの政策・取り組みもたくさんあります。利便性の向上や自分

たちの町を再発見する効果もあるのではないかと思います。一家に一冊、さらなる町民サ

ービスの向上にぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

町長のお考えをお尋ねいたします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   川瀬議員の行政情報についてのご質問にお答えをいたします。 

町の必要な情報につきましては、現在「広報とういん」、ホームページ、「プラムトピック

ス」を活用して、最新の情報を皆様にお伝えさせていただくように努めております。 

ご提言の「暮らしの便利帳」につきましては、１５年ほど前になりますが、各種届出から

保険・年金、健康管理などを一冊に網羅した「東員町ガイドブック」を各戸に配布させてい

ただきました。 

最近では権限移譲とか頻繁に制度改正がなされていることから、新しいガイドブックを

作成いたしておりませんが、特に生活に密着した情報提供は「町民カレンダー」、「ごみの

出し方ハンドブック」などを作成し、提供させていただいております。 

暮らしの便利帳の作成につきましては、ホームページの内容も改良を重ね、充実してき

ておりますことから、ホームページの内容を紙面に取り込んだ形で経費をかけずに作成し、



各戸に配布をいたしたいと考えておりますので、よろしくご理解のほど、お願いを申し上げ

ます。 

○議長（山口 一成君）   川瀬孝代さん。 

○３番（川瀬 孝代君）   ご答弁ありがとうございました。 

 東員町ならではの情報紙の作成にぜひ取り組んでいただきますよう、先ほどの町長の

ご答弁で大変うれしく思います。期待をしております。 

 続きまして２つ目、すべての子どもを守り、育むための取り組みについて、４点質問をい

たします。 

 １点目、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインに基づく取り組みをお伺い

いたします。 

 文部科学省が検収し、日本学校保健会が発行しました学校のアレルギー疾患に対する

取り組みガイドラインが、全国の小学校・中学校・高校などに配付をされております。この

ガイドラインは、文部科学省が平成１９年４月に、アレルギー疾患に関する調査・研究報

告書を発表し、学校のクラスにアレルギー疾患で苦しむ子どもたちが多くいることが示さ

れたために学校での取り組みが必要であるとの認識が示されています。 

アレルギー疾患のある子どもへの学校での具体的な対応・指針をまとめたもので、す

べての児童生徒が安心して学校生活を送ることのできる環境整備が目的であります。 

 また、児童生徒の症状などを把握するアレルギー疾患用の学校生活管理指導表が示さ

れ、それに基づいた学校の取り組みを求めています。 

 各疾患の原因や症状、薬の管理なども解説されており、その上での対応・対策について

も事細かく説明が載っております。学校アレルギー疾患に対するガイドラインに基づく取り

組みは、本町ではされているのでしょうか、お聞かせください。 

 ２点目、１点目と関連していますが、ガイドラインに沿った施策の推進を図っていくため、

具体的な取り組みが必要だと思います。そこで、アレルギー疾患の子どもへの対応の仕

方、処置の仕方はどうしているのか、お尋ねをいたします。 

 子どもが学校に通うようになると、家族の目の届かないところでの生活が広がります。あ

る程度のことは自分で対処できるように本人に説明をしたりして、対処法を練習していくこ



とも必要ですが、本人の判断と対処には限界があります。そのために担任、養護教諭、栄

養士などの学校での理解は不可欠なものです。 

 アレルギー疾患のある子どもたちをどう支えていくのか、重要な課題でもあります。この

ガイドラインには、食物アレルギーで急激なショック症状、アナフィラキシーショックを起こ

した子どもに対して、その子どもにかわって養護教諭、または教職員がアドレナリン自己

注射薬、製品名をエピペンと申しますが、このエピペンを打てることが明記されています。

命にかかわるアナフィラキシーショックは、発症から３０分以内に投与しなければ命に及ぶ

ことになります。目の前にショック状態の子どもがいたときの対応はどうしているのでしょう

か。 

 また、例えばアトピー性皮膚炎の子どもなどは、体育の時間に汗をかいたりすると、痛い、

かゆいといった症状があります。体育の授業の後に着替えをするよう、指導をしたりして

いるのでしょうかなど、いろいろな対応・処置の仕方をお聞きしたいと思います。 

 ３点目、幼稚園・保育園における養護教諭についてお伺いをいたします。 

 東員町では幼稚園・保育園の一体化施設における保育・教育をしております。幼稚園は

３歳から小学校就学前までの幼児を対象とする教育機関であり、学校教育上のものです。

保育園、いわゆる保育所は、児童福祉法による児童福祉施設の１つで、乳児・幼児を預

かり、保育をするところで、厚生労働省の所管であります。ですから私は同じとはいかない

と思います。しかし一体化の中ですので、幼稚園のみではなく、保育園も影響があるのか

と思い、幼保という形で質問をいたします。 

 養護教諭については、幼稚園設置基準第６条に、幼稚園には養護を司る主幹教諭、養

護教諭、または養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならないとあります。

あくまでも努力義務でありますが、先ほど１点目の質問をいたました、子どものアレルギー

対応においても、また今、猛威をふるっている新型インフルエンザへの対応を考えますと、

子どもたちが安心して園での生活が送れるように、養護教諭が必要ではないかと思いま

す。 

 保育園においては、養護及び教育を一体的に行っていることから、例えば体調不良の

子どもへの対応などは、健康面における対策としては養護教諭ではなく、看護師などがよ

いのかもしれません。 

養護教諭を置くことは、独自の教育を今実施しております東員町ということからも、この

町から模範となって発信していくべきではないかと思いました。子どもたちの健康保持・増

進に努めること、危険のないように保護し、育てること、心身の障がい、また社会的な理由



で特に手当を必要とする者を保護し、助けることなど、養護教諭のかかわりは大変大きい

ものだと思います。 

幼稚園・保育園が、子どもが健康で安心して生活できる場となるように、必要な支援を

行うことが重要であると思います。 

町長は子育て支援に力を入れておられます。養護教諭を置くことに対してどのようにお

考えなのか、この点の町長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

４点目、脳脊髄液減少症の対応についてお伺いをいたします。 

脳脊髄液減少症は、交通事故・スポーツ障がい・落下事故、その他、頭頸部や全身へ

の強い衝撃によって、脳髄液が慢性的に漏れることで発症するとされている病気です。こ

の病気の症状は、頭痛、首・背中の痛み、腰痛、めまい、吐き気、視力低下、うつ症状、睡

眠障がい、極端な全身の倦怠感などと、さまざまな症状が複合的・慢性的にあらわれるの

で、この病気で苦しんでいる患者が全国から数多く報告をされております。 

この病気の治療法として最も有効的な方法は、患者自身から抽出した血液を髄液が流

れている部位に注射することで防ぐ、ブラッドパッチ療法がなされています。 

脳脊髄液減少症は、診断を受けても、うつ病、むち打ち症など、ほかの診断名をつけら

れ、適切なケアがなされてないことや、医師の経験や病気の知識がないと見つけにくいこ

とが現状であります。 

文部科学省は平成１９年６月に、学校におけるスポーツ外傷等の後遺症への適切な対

応についての事務連絡を、各市町村教育委員会教育長あてに通達を出されております。

これは学校での体育の授業や部活動などでの事故が原因で、児童生徒が脳脊髄液減少

症を発症する事例があり、学校関係に理解と対応を周知したものであります。 

この病気は朝、頭痛が起きて起きられない、立ちくらみやめまいなどの症状が出るため、

心因的なものと誤解されやすく、大人では倦怠感や根気がないと思われ、仕事を休みが

ちになり、子どもの場合では家族に自分の体調をうまく言えずに、学校では不登校と判断

されがちで、見た目はどこも悪くなさそうなので、気のせい、怠け病と言われ、周囲の理解

が得られないことがあると言われています。 

 現在、脳脊髄液減少症に対することで、行政や教育現場での理解が着実に広がってい

ると言われていますが、本町においてのこの病気に対する対応について、お尋ねをいたし

ます。 



 以上４点について、お伺いいたします。 

○議長（山口 一成君）   佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   川瀬議員の私に対する部分、幼保にも養護教諭が必要ではな

いかとのご質問に、お答えをいたします。 

 小中学校においては、学校教育法によりまして養護教諭は置かなければならない教職

員と規定されており、各校に１名配置されております。 

養護教諭の職務は、基本的には専門性を生かして、児童生徒の健康を保持増進する

ための活動を行うことであり、主な職務内容といたしましては学校保健情報の把握に関す

ること、救急処置及び救急体制に関すること、個人及び集団を対象とした保健指導に関

すること、健康診断・健康相談などに関することが挙げられます。 

さらに近年、児童生徒の心身の健康問題が複雑・多様化してきておりまして、特にいじ

めや不登校などの生徒指導上の問題への対応など、養護教諭の果たす役割が極めて重

要となっております。 

 一方、幼稚園については、学校教育法によりまして養護教諭は置くことができる教職員

と規定されております。また、保育所（園）については、保育所設置の基準に関する指針

に養護教諭についての規定は特になく、幼稚園・保育園とも必ず配置しなければならない

教職員ではございません。 

 現在町内の幼稚園・保育園では、日常の園児のけがなどに対しての応急処置は、担任

をはじめ、副園長や園長で対応しておりますし、そのための研修も毎年実施しております。

もちろん緊急時の場合は保護者と連絡をとり、園医、園児のかかり付けの医師または救

急病院へ、救急車等で搬送をしております。 

また、幼稚園・保育園とも健康調査や年２回、園医による健康診断を実施して園児の健

康状態を把握するとともに、健康カードを使って保護者との連携を図り、事後措置を図っ

ております。 

また、園だよりや懇談会等を通して、健康で規則正しい生活習慣が身につくための指

導を実施するなど、園児の健康の保持増進を図っております。 

 しかしながら先ほど述べましたように、小中学校で心身の健康問題が複雑・多様化して

いる状況をかんがみますと、園児に対しての心身の健康についての指導体制の充実も重



要でございまして、現在の取り組みを継続しつつ、教育委員会や現場とも協議をしながら

検討を進めていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いを申し上げま

す。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）    川瀬議員のご質問についてでございますけれども、私の

方からは、先ほど町長が申したような養護教諭配置以外の３点について、お答えをさせて

いただきます。 

 １点目の、学校アレルギー疾患に対する取り組みガイドラインに基づく取り組みについて

でございますが、ガイドラインについては、平成２０年５月に財団法人日本学校保健会より

冊子の発送がありました。幼稚園・小学校・中学校・給食センターへ配付をいたしたところ

でございます。 

 これは平成１９年３月に文部科学省が発表した「アレルギー疾患に関する調査研究報告

書」の提言を受けて作成されたガイドラインでありまして、「学校生活管理指導表（アレル

ギー疾患用）」を活用した取り組みであります。 

アレルギー疾患のある児童生徒に対し、主治医・学校医が記載した「学校生活管理指

導表」に基づき、保護者と学校の共通理解の得られた取り組みの推進です。 

現在町内の学校では、このガイドラインに沿った取り組み、学校生活管理指導表を使っ

た取り組みはまだ実施はできておりません。今後、後で述べます、今までのアレルギー疾

患の子どもに対する取り組みをさらに充実させるためにも、学校現場の理解を深めながら

検討してまいりたいなと思っております。 

 次に第２点目の、アレルギー疾患の子どもへの対処の仕方、処置の仕方はどうしている

のかについてでございますが、学校では毎年４月当初に、健康に関する調査を実施して

おります。その調査でアレルギー疾患の子どもたちについての実態を把握し、その対処方

法についても保護者や学校医・主治医等と連携をして、共通理解を図って対応しておりま

す。 

また、教育委員会におきましても、近年アレルギー疾患及び食物アレルギーが増加し

ていることに伴い、平成２０年度末に、アレルギー疾患に関する調査を幼稚園・保育園・小

学校・中学校の全児童生徒の保護者を対象に実施し、実態把握に努めております。 



特に学校給食を実施するに当たり、食物アレルギーをもつ園児・児童生徒については、

この調査により個別に状況を把握し、対応が必要な希望者に対しては、調査の後、保護

者からの聞き取りを個別にいたしまして、面談を実施して、適切な対応に努めております。

平成２１年９月現在ですけれども、２１名の対象者がおり、食材の除去や代替の対応を現

在実施をしております。 

 最後に３点目の脳脊髄液減少症の対応についてでございますが、議員もご説明のあっ

たとおり交通事故やスポーツ外傷など、体への衝撃によって脳骨髄液が漏れ続け、減少

することで、頭痛やめまい、吐き気などのさまざまな症状に慢性的に苦しめられる病気で

あります。 

現在では診断・治療法が確立されておらず、専門家の間において医学的な解明が進め

られている段階でございます。そのため患者は起立性調節障がいなど、ほかの診断名を

つけられ、適切なケアがなされていなかったり、心因的なものと誤解されたり、学校では

「不登校」と診断されたりと、病気についての理解が得られず、苦しんでいる状況があると

いうことでございます。 

 学校生活では尻もちをついたとか、転んで頭を打ったなどの転倒事故や頭にボールが

当たった、練習中に生徒同士が激突したなどのスポーツ外傷等の事故で発症する可能性

があります。 

そのため事故が発生した後、児童生徒等に頭痛やめまい等の症状が見られる場合に

は、安静を保ちつつ医療機関を受診させたり、保護者に連絡をさせていただきまして、医

療機関の受診を促す必要があると思っております。 

また、学校関係者や保護者に、この病気についての理解を深め、脳脊髄液減少症の症

状を呈している場合は、医療機関への受診や後遺症への対応等、適切な対応を求めら

れていると思っております。 

 この脳脊髄液減少症については、平成１９年５月に文部科学省から「学校におけるスポ

ーツ外傷等の後遺症への適切な対応について」の通知で、各校へは周知をさせていただ

いております。そして、その対応をお願いをしております。 

今後、各校の状況を把握しながら、さらに周知の徹底を図ってまいりたいと考えており

ますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

以上でございます。 



○議長（山口 一成君）   川瀬孝代さん。 

○３番（川瀬 孝代君）   ご答弁ありがとうございました。 

 養護教諭については、本来なら教育長にお伺いすることであると思います。しかし教育

現場では必ず必要ではないかと、そのように私は確信いたしましたので、自治体経営の

発想から見ますと、町民からお預かりした税金を最も効果的に使うこと、これはお金だけ

ではなく、職員や資産も同様なわけです。そこで、このようなことは町長が一番お詳しいの

ではないかと、そのように思いましたので、町長にお伺いをいたしました。 

 三重県内では、現在任意ですので絶対に設置しなければいけない養護教諭ではござい

ませんので、はっきりした把握はできないということでした。しかし調べたところ、津市、松

阪市、鈴鹿市、紀北町に養護教諭がおります。 

 そこで松阪市にお伺いしたところ、松阪市の場合は園も大変数が多くあります。その中

で基本的な条件を決めておられました。例えばクラスが５クラス以上だとか、定員が１００

名以上、また特別支援学級のところ、それと教育委員会が必要とする場合、この場合は

例えば心臓病の子どもがいる場合だそうです。２２園のうち７園に養護教諭がおりますと

おっしゃっていらっしゃいました。 

 そして、養護教諭がいてくれるおかげでどうですかと尋ねたところ、大変助かっておりま

す、また安心することができますという、そういうようなお返事をいただきました。 

ぜひ前向きに教育委員会と町長部局の方でご検討をしていただき、東員町にもこのよ

うなすばらしい子どもたちを守る部分ができましたと言える、そういう制度にしていただき

たいと思いますので、養護教諭を置いていただきますよう、よろしくお願いをしたいと思い

ます。 

 続きまして、アレルギー疾患について再質問をさせていただきます。 

 １１月７日に私は横浜市内で開催されました「アレルギーを考える母の会」という会に参

加をしてまいりました。これはＮＨＫのテレビでもニュースになった、横浜市では大変有意

義な会でありました。 

 ガイドラインの検討委員会であります国立相模原病院アレルギー疾患の部長であられ

る海老澤先生をはじめ西間三馨先生、また文部省の役員の方、横浜市教育委員会、養

護の先生、そして保護者の代表によるシンポジウムが行われました。 



 この中で文部科学省の担当者は、政権が変わったために私は何も申すことができませ

んがと言いながら、ガイドラインの意義だけを話されていました。その内容は、アレルギー

を持つ児童生徒、他の児童生徒も同じく、不自由なく安心して学校生活が送れるよう、学

校がどう取り組むかについて、保護者と学校、主治医による協議を促すためのツールだと、

そのようにガイドラインのことを言われてみえました。 

 また、ショック症状のときのエピペンについても使用の講習がありました。きょうは議長の

お許しを得ましたので、これはエピペンの参考なんですが、このような形をしております。

私も実際そこで講習を受けてまいりました。 

 アナフィラキシーショックに対応する心構えが大変重要かと思いました。それはいつどこ

で起こるかわからないためであります。先ほど教育長のお話にもありましたが、東員町に

おいても２１名の食物アレルギーの疾患を持った子どもたちがいるということであります。 

このエピペンのことでございますが、キャップを外して、太股に直角に打つのですね。こ

れは本物ではありませんので音はしませんけど、親指で押すとカチッと音がし、先から太

い注射針のようなものが出まして、一気に打つと、そのまま液が体に流れると。そして救

急車が来るまでの間、何とかショック症状を抑えることができるというものであります。こう

いうアレルギーのショック症状に対しても、しっかりと取り組むべきではないかなということ

を痛感してまいりました。 

 海老澤先生は、食物アレルギーだと診断されても、専門医による食物負荷試験では問

題がないと判明するケースが大変多いとおっしゃってみえました。そして小学校入学後も

除去を行う場合は、その前にまず専門医による診断が必要である、専門医への受診が広

がれば、除去が必要な児童生徒の割合は１％台に下げられるとも言われておりました。

やはり専門的な部分での受診が大事ではないかなということも思います。 

 先ほど教育長も、食物アレルギー、またアレルギーの対応について一生懸命取り組ん

でいるということを伺いましたので、私も安心しましたが、食物アレルギーへの診断の周知

というのは、教育委員会としてはどのようにされているのでしょうか。また、その診断によっ

てこのような結果がありましたということがあれば、お聞かせ願いたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えいたします。 



 先ほど、答弁の中でも言わせていただいたんですけれども、特に昨年度末に食物アレ

ルギーということで給食の除去食等をきちんと検査するために、保幼小中のお子さんと保

護者を対象に、全員にアンケートをとらさせていただきました。その中で何名かの親さん

が、私の子どもはこういう食物アレルギーがあるということを受けまして、そして学校と栄

養教諭と個別に面談をして、私の携わった多くのお子さんは専門医にかかっているお子さ

んがほとんどでしたけども、一度、養護教諭や栄養教諭の方から専門医にかかってくださ

いというふうなお話もさせていただきました。 

 私たちは本当に学校現場の中でアレルギーというのを、ある面、余り大したことがないと

思っていたんですけれども、昨年度の調査を受け、またアレルギー調査等をいろいろした

中で、一番多かったのは鼻炎なんですけれども、東員町の中では９００名近いお子さんが

いろんなアレルギーを持っていると。除去食等をしなければならない子は２１名と申しまし

たけれども、そういうお子さんの今後の健康等も十分気をつけながら、学校の担任の先生

たちが一番情報を持っていまして、その情報を保護者の方と共有しながら、子どもたちの

ために取り組んでいただいていると思います。 

 教育委員会といたしましては、いろんな情報が来ます。例えば先ほど言われましたエピ

ペン等あるんですけども、そういうものの使い方とか、エピペンとはこういうものですよと、

アナフィラキシーショックというものがどういうものであるか、養護教諭や管理職は十分認

識しておりますけれども、まだまだ学習が足りないところがありますので、そういうようなこ

とを新しい情報が来たら学校現場に流したいと思いますし、また学校現場の方でもいろん

な研究・学習を進めていただきたいと、そういうことを思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   川瀬孝代さん。 

○３番（川瀬 孝代君）   ご答弁ありがとうございました。 

 今日本で３人に１人がアレルギー疾患を持っていると言われております。ぜひ子どもた

ちが健康で生活できるようにご配慮をしていただき、また、その意識とか啓発、取り組みも

大事かと思います。学校だけではなく、行政の方も真剣に取り組んでいただきたいと、そ

のように思います。 

 続きまして、もう１つ目の再質問をさせていただきます。 

 脳脊髄液減少症についてですけれども、この病気は一般的に認知度が低くて、患者数

も現在は明らかにされてはいません。しかし昨今、だんだん医療も進んで治療も進んでき



まして、患者数は全国で３０万人ぐらいに及ぶのではないかという報告もあります。そして

その予備軍として、１００万人に達することになるのではないかとも言われております。 

 先日ですけれども、脳脊髄液減少症の患者支援の会の理事をされている今井より子さ

んという方に会う機会がありました。この方は愛知県の春日井市に住んでいらっしゃいま

す。今井さんご自身もこの病気にかかられております。今井さんは２０歳の時に交通事故

にあい、それが原因で頭痛やら立ちくらみ、さまざまな症状が出たうえ、仕事を続けること

ができなくなりました。そしてその後、病院に何度もかかる中で脳外科の先生に出会い、

脳脊髄液減少症と診断をされたと伺いました。 

今は病名がわかったために、先ほど言いましたブラッドパッチという治療を受けることが

できたとおっしゃってみえました。しかし、この治療法も何度も重ねなければよくならない、

大変時間のかかる治療だということも伺いました。 

そして、この病気は大人であろうが子どもであろうが関係ないということです。すぐには

よくならないために、先ほども申したように大変時間がかかるものですから、この病気で苦

しんでいる人を本当に助けていきたい、そのようにおっしゃってみえました。 

 まもなくガイドラインが作成されると伺っております。治療にも医療保険の適用がないた

め、大変な思いをされています。あるところでは、支援をするための署名運動を行ってい

るところもあります。養護教諭をはじめ、教員への研修を実施していただきたいと思います。

そして、町としても理解と周知に努めていただきたいと思います。その点について、お考え

をお聞かせください。 

○議長（山口 一成君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 平成１９年５月に通知等が私どもにも来まして、学校現場に流させていただきました。正

直なところ、脳脊髄液減少症ということに対しての周知というのは、なかなか学校現場、私

どももないところがあります。 

いろんなところで私どもは対応というか、考えを持っておりますけれども、脳脊髄液減少

症だけではなくて、学校現場では首から上、目・鼻・頭等に関しましては、自分たちだけで

判断するのではなくて、専門医というか、お医者にかけ合うということは、それぞれの学校

現場の先生たちは周知しております。そのことがすぐに、脳脊髄液減少症の発見につな

がることではないかもわかりませんけれども、そのような子どもたちの体を守ることに関し

ては、十分に気をつけてまいっております。 



 今後、脳脊髄液減少症に対しまして、先ほども申しましたように周知・啓発することが一

番大切であろうと。どういう病気なのか、どういう症状なのかということを、みんなが学習し

ながら理解を深めていくということに対しましては、教育委員会として進めてまいりたいな

と思っております。いろんな資料等、学校現場に回していきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（山口 一成君）   川瀬孝代さん。 

○３番（川瀬 孝代君）   何度もご答弁、ありがとうございました。 

 最後にアレルギー疾患、または先ほどの脳脊髄液減少症を通して病気を理解し、困って

いる友達を支える心を育てる健康教育を行うことで、欠けがちな共感する心を育てること

にもつながるのではないかと私は思います。 

 ありがとうございました。 

 以上で私の質問を終わります。 


