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ひやりはっと事例から学ぶ食物アレルギー対応

症 状

疫 学

事 例



口唇の血管性浮腫

8歳 牛乳アレルギー 乳酸菌飲料を飲んで数分後

患者さんのご厚意により
写真を提供していただきました

食物アレルギーの即時型症状



眼瞼浮腫

2歳 アレルゲンを触った手で、目を触ったら、

目がかゆくなって掻きはじめたら止まらなくなった

患者さんのご厚意により
写真を提供していただきました

食物アレルギーの即時型症状



即時型食物アレルギーの誘発症状

皮膚症状が90％と最も多い

ショック（意識喪失、低血圧）も10％あり



アナフラキシーの診断

アナフラキシーとは、

アレルゲンなどの侵入によ

り複数臓器に全身性にアレ

ルギー症状が惹起され、

生命に危機を与え得る過敏

反応をいう

アナフラキシーショック

アナフラキシーに血圧低下

や意識障害を伴う場合

アナフィラキシーガイドラインより引用



患者さんのご厚意に
より写真を提供して
いただきました

血管性浮腫

食物アレルギーの即時型症状

9か月初めてのプリン 直後

紅斑 蕁麻疹 不穏



眼瞼浮腫

蕁麻疹

喘鳴・呼吸困難

13歳 牛乳アレルギーと気管支喘息があり、
乳製品を少量含んだ食品摂取の後に運動していたら

患者さんのご厚意により
写真を提供していただきました

食物アレルギーの即時型症状



学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン（令和元年度改訂）
公益財団法人日本学校保健会からの出典

平成25年度に全国の公立小学校・中学校・高等学校・中等教育学校に在籍
する児童生徒を対象に文部科学省が日本学校保健会に委託をして行った
「学校生活における健康管理に関する調査」の結果

2004年

2013年



年齢別 食物アレルギー患者数

乳幼児に多い

JPGFA2016より抜粋



原因食品の内訳

「食物アレルギーの診療の手引き 2020」より抜粋



即時型食物アレルギーの疫学

幼児期の魚卵アレルギー（ほとんどはイクラ）の増加が

3-6 歳児では木の実類（ナッツ類）のアレルギーの頻度が とても高くなり

学童期では果物類（キウイ、バナナ、バラ科果物）が 上位を占めた

海老澤元宏ら: 平成30年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書

最近の初発原因食物の動向



誤食事例は患者の実体験です

第44回日本小児アレルギー学会（宇理須厚雄会長）の記念誌と

して初版が作られた（平成19年12月）

「アレルギー支援ネットワーク」と

「アレルギーを考える母親の会」の

協力で、多くの事例が集まった

我々、藤田医科大学の医師がこれらの事例

を検証し、１冊の本としてまとめた
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誤食事例からは学ぶことが多い

事例集は皆様の体験された誤食事例を

基に作成されています。

事例アンケートにご協力ください

ひやりはっと事例集は、

総合アレルギーセンターのホーム

ページからダウンロード可能です

平成24年以降は消費者庁支出委任費により作成されています



誤食事例集 入力とダウンロード



誤食事例集 入力とダウンロード



誤食事例集 入力とダウンロード

事例アンケートにご協力ください



誤食事例集 入力とダウンロード

事例アンケートにご協力ください



N=334

事例の発生場所はどこですか？

ひやりはっと事例集2012年

42%

18%

9%

5%3%

3%

2%

2%

1% 1%
1%

12%

自宅
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店頭販売

小学校

ホテル

スーパーでの試食

キャンプ

☆

☆

☆



N=322

全体の 20％ は 3回以上 誤食の経験があった

今回の事例は何回目ですか？

64%
14%

12%

10% はじめて

２回目

３回目

それ以上



初回の事例体験者に「アレルゲンだと知っていましたか？」

N=169

約60％がアレルギーと分かっていても、アレルギーを起こしていた



アレルギーを起こすことがわかっていたのに、

なぜ避けられなかったのでしょうか？

多くのケースで、周りの大人が理解していない

ために起こしていたことがわかりました

実際の患者の体験を通して

食物アレルギーについて学びましょう



アレルギーを起こすアレルゲンの量

（閾値）には個人差があること

同一人物でも、体調の変化、

生理、発熱、下痢や、運動な

どで、アレルギーを誘発しや

すくなるので注意が必要

教育施設 卵と牛乳アレルギー 1歳の子

少量であれば大丈夫と思って
カステラを食べさせた

① ②

③

同じ食物アレルギーでも、
少しは食べられる患者と、

少しで症状が出る患者がいます

④

卵アレルギーのA君は
このくらい食べられた
からB君も大丈夫よね?

食べたら すぐに
全身にじんましんが出
てきて、

機嫌も悪くなり、

救急病院へ

安易な自己判断は危険！

この事例から学ぶ対策



僅かな量で反応する患者の場合は、区別が容易な専用コップにして

牛乳の混入を避けるようにしましょう

教育施設 牛乳アレルギー5歳の子

① お茶がほしい といった

ので、

他の子供が、牛乳を飲んだ
コップをよく洗ったあと
②

そのコップにお茶を
入れて飲ませたら、
じんましんがでた

③

わずかに残った牛乳
に反応する子もいる
コップを洗うだけでは
ダメだった

④

この事例から学ぶ対策



ノズルが共通の自動販売機 牛乳アレルギーの事例

出典：環境再生保全機構 ERCA（エルカ）「ぜん息予防のためのよく分かる食物アレルギー対応ガイドブック２０１４」
（https://www.erca.go.jp/yobou/pamphlet/form/00/archives_24514.html）



患者はノズルが共通タイプの自販機は使わない

自販機メーカも「ノズルが共通している」ことを

注意書きしていただけると助かります

自動販売機のノズルに残った僅かな乳成分が

原因と考えられた

この事例から学ぶ対策



アンパンが食べれるので、

「菓子パンは食べられる」

とだけ母は園に伝えた

教育施設 卵アレルギー5歳の子

① ② 園のスタッフは 菓子パンはすべて

食べられると思ってしまった

メロンパンを食べさせたら、

口唇が腫れて、全身には

じんましんが出現した

③

「菓子パンは大丈夫」と聞いた時に、

これまで食べれた菓子パンの種類を、

しっかり確認しておくべきだった

④

この事例から学ぶ対策

菓子パンに含まれる卵の量には、パンの種類によって大きく

異なるので、食べられる種類を確認する必要がある



「菓子パンは大丈夫」という表現は曖昧で、

曖昧な表現は誤食を招きます!

母親から曖昧な情報しか得られない場合は、

集団生活では安全性を優先し除去が必要とな

ることをお伝えする

菓子パンに含まれる卵タンパク量には幅がある！



経口負荷試験の結果から、

ある会社の食パンだけは、

食べてもよいと主治医から

許可された

自宅 牛乳アレルギー5歳の子

① ②母親が留守の時、子供がいつもと違う

食パンを間違えて食べてしまいました

30分後に咳が出て、次第に

苦しくなって真っ青になり、

帰宅した母が救急車を呼んだ

③

食パンに含まれる乳タンパク質の量には、パンの種類によって
異なる。子供が間違うことを想定し、家の中には他の食パンは
置かないようにする

この事例から学ぶ対策

救急病院で、

注射をうって落ち着いた

④



N=326

症状の誘発経路は

経口以外でも起こりうる

94%

5% 1%

食べた

触った

吸入した



食品用に使用された物品は 教材にしない！

出典：環境再生保全機構 ERCA（エルカ）「ぜん息予防のためのよく分かる食物アレルギー対応ガイドブック２０１４」
（https://www.erca.go.jp/yobou/pamphlet/form/00/archives_24514.html）

教育施設 小麦アレルギー 5歳の子

この事例から学ぶ対策



外食 アレルゲンの吸入によって生じる食物アレルギー

ソバアレルギーの６歳の子

①手打ちソバ屋に行った ② ③ソバと無関係の
丼物を注文した
が

咳が出て、
くるしい

④ 手打ち実演をしていて、
ソバ粉が店内に舞っていた

ソバアレルギーの人は、粉塵として

舞っているソバ粉の吸入で、アレル

ギー症状を起こす場合があります

この事例から学ぶ対策

注文したものを
待っている間に、、



吸入で発症する可能性がある食物アレルギー（発症場所）

職業性

農場

食品産業（パン屋、菓子屋、魚介加工工場）

レストラン

食料品店

食品を扱ったり処理する施設

非職業性

家庭

学校

飛行機

レストラン

など



一般的にみられる食品

小麦粉

シーフード（魚＜ 甲殻類）

大豆

落花生（ピーナッツ）

鶏の卵

牛乳

あまり一般的ではない

アスパラガス、人参、茶葉、ピーマン、ニンニク、サヤインゲン

種子、ジャガイモ、トマト、米、カルミン染料

吸入で発症する可能性がある食物アレルギー（アレルゲン）



食べられるようになっていても、吸入したり、

触わったりしてアレルギー症状が出る場合がある。

すぐに洗って様子を見てください

粘膜に接触しなければ全身症状に波及しませんが、

症状があれば、抗ヒスタミン薬を飲ませて様子を見てください

小麦粘土を触って

５分後・・・
手にじんま疹

手で目を
こすったら

① ② ③

④この事例から学ぶ対策
患者から園の先生にも伝えてください。

教育施設 小麦アレルギーの４歳の子



アレルギー物質を含む食品に対する表示：義務と推奨

食物アレルギー診療の手引き 2020 から引用



酵母エキスには微量の大麦（または小麦）が含まれることがある
醤油が先行して記載されてる場合は、その後の食材に小麦が含まれていて
も省略される可能性があるので、商品を選ばないか企業に問い合わせる。

小麦アレルギー男子（小麦アレルギー患者の1部は大麦にも反応します）

① アレルギー表示には…

④企業に問い合わせたら

酵母エキスに小麦が

使用されていた

米、醤油(小麦･大豆を含む)、

酵母エキス、発酵調味料、…

『小麦使用されてます』

② 小麦と記載されてい

ても 多くの児は

③ アナフィラキシー

になった

醤油なら発酵

されているの

で食べられる

自宅（表示）個別表示になっても省略規定により誤食を招く

この事例から学ぶ対策



② 食べて2時間後：全身

のじんましんと咳が出て

、呼吸が苦しくなった

④ リニューアルされていた

① いつも食べている

焼きそばを購入

③あらためて表示を

見直したら

企業様へ：リニューアルした製品は、出来るだけわかりやす
く示していただきたい。患者の誤食につながります。
患者は：毎回リニューアルの表示を確認して選ぶ必要がある

自宅（表示） 卵アレルギー 男子

この事例から学ぶ対策



食品を生産する際に、原材料として使用していないにもかかわら
ず、アレルギー物質が微量混入してしまう場合のこと

任意表示である注意喚起表示（例 本品製造工場ではそばを含む
製品を生産しています）による対応。

コンタミネーションは表示義務がない

コンタミネーションの防止策：製造ラインを十分に洗浄する、特定原材

料及び特定原材料に準じるものを含まない食品から順に製造する、可能

な限り専用器具を使用すること

コンタミネーションの程度は、同じ商品でもLotによって異なります



② 飲んですぐ咳き込み、

咳が続き、声も出しづら

くなりお茶を飲ませた

④ 着陸してしばらくは「ぼーっ」と

していたが、次第に顔に赤みがさして

元気になった

果汁100％りんごジュースの一部に牛乳がコンタミネーションで含ま

れていたことが判明し、製品は自主回収されました

① 着陸前の機内でのサービスで

③ ぼーっとして、顔色が悪く

なり、着陸するまで、肩をたた

き、声をかけ続けた

100％リンゴジュ

ースを頼んだ

牛乳アレルギー 女子

この事例から学ぶ対策



学童期以降に発症する食物アレルギーがあります

✔ 食物依存性運動誘発アナフィラキシー
food-dependent exercise-induced anaphylaxis: FDEIA

✔ 花粉-食物アレルギー症候群
pollen-food allergy syndrome: PFAS

それまで食べられたのに…



事例２２ 基礎知識 ひやりはっと⑲これまで食べられた小麦が、どうして



食物依存性運動誘発アナフィラキシーとは

発症

原因食品の摂取
だけでは発症しない

運動負荷だけでは
発症しない

•原因食品摂取後の運動負荷でアナフィラキシー
を生じる



有病率 我が国の疫学調査から

• 10歳代以降の発症 男性＞女性

• 学童･生徒での有病率は 12,000人に1人

10～20歳に多い
（平均年齢：23.9歳） １.5 ： １



原因食品は 小麦と甲殻類

近年、果物や野菜の報告が増加

果物に関してはアレルゲン不明

FDEIAの特徴 我が国の疫学調査から

運動との関連

負荷量の多い運動後が多い

食後２時間以内の運動が多い

図は食物アレルギー診療ガイドライン2016より引用



症状 過去の報告から

1. Wade JP, et al. Prog Clin Biol Res 1989, 297:175–182
2. Shadick NA, et al. J Allergy Clin Immunol 1999, 104:123–127

Wade st al.(1) 
n %

Shadick et al.(2) 
n %

かゆみ 183 92 257 92

じんま疹 166 83 241 86

血管神経浮腫 157 78 201 72

紅潮 150 75 194 70

息切れ 117 59 141 51

嚥下障害 - 94 34

胸部絞扼感 - 92 33

意識消失 64 32 90 32

発汗 86 43 90 32

頭痛 59 30 78 28

嘔気/下痢/疝痛 59 30 77 28

息苦しい/喉頭狭窄/嗄声 - 71 25

皮膚症状は
ほぼ必発!

Barg W, al. Curr Allergy Asthma Rep (2011) 11:45-51

↑
運動誘発ぜん息と
の鑑別点になる
ことがある

参考文献



１、直ちに運動を中止し、安静にする

２、主治医から処方された薬があれば症状に応じて内服

３、軽度(局所の蕁麻疹など) ⇒ 2時間様子観察

４、症状が進行する（局所から全身へ）ようなら医療機関受診

５、意識状態の低下や呼吸困難などがあれば直ちに救急搬送

６、上記 4, 5 の場合、主治医からエピペン処方があれば使用

発作時の対応

発症



トマトは 大好きだっただったのに．．．



IgEの交差反応性

花粉の一部のタンパク質

が、ある種の果物や野菜

のタンパク質と類似して

る場合があります。

花粉中の特定のタンパク

質（アレルゲン）に対し

て坑IgE抗体を持つ花粉

症患者は、特定の果物や

野菜を加熱せずに食べた

時に、IgEの交差反応に

よってアレルギーを起こ

すことがあります
喘息予防のためのよくわかる食物アレルギー対応ガイドブック2014から引用

花粉-食物アレルギー症候群機序のシェーマ



生体防御タンパク質

植物の生体防御タンパク質がアレルゲンになる

植物が病原体からの攻撃や、干ばつ、

洪水、寒冷などの攻撃を受けると、

防御機構として誘発される

生体防御蛋白には17群が知られており

特に、PR-5、PR-10、PR-14群には

多くのアレルゲンが属している

Pathogenesis-Related Proteins：PR-P

外敵から植物自身を守る働きをする

PR-10: Bet v 1Family



シラカンバ花粉アレルゲンBet v 1(PR-10)と
Bet v 1アレルゲンファミリーをもつ食物

シラカンバ花粉症の7割が、リンゴなど様々な食品にアレルギーを起こす

Bet v 1（PR-10）アレルゲンファミリー

花粉-食物アレルギー症候群 Juhlin-Dannfelt C.      

Acta Med Scand 131:563-77,1948



中日新聞 2016年3月1日

花粉-食物アレルギー症候群

Pollen-associated Food

Allergy Syndrome (PFAS) 

バラ科果物のPFASでは、
豆乳の一気飲みに注意してください



大豆製品は食べられていたのに、花粉症で大豆のアレルギーに

北米に居住してるときに
シラカンバ花粉症を発した

① ②花粉症を発症してから、リンゴ、サクランボ、
ナシ、イチゴなどを食べた時に、喉にチカチカ
と異常感覚を自覚するようになった

その数年後に帰国し、
家の近くにオープン
したコーヒー専門店で
豆乳を飲んだ

③

大豆のPFASです。シラカンバなどカバノキ科花粉に感作された人が、花粉
のアレルゲンとの交差抗原性により、大豆PFASを発症した症例です。カバ
ノキ科花粉症で、バラ科食物のPFASがある場合は、煮豆や豆腐は食べられ
ても豆乳の摂取には注意が必要です。Gly m 4に対するIgEが陽性の場合は
注意してください。

この事例から学ぶ対策

飲み終えて、家に帰る途中で、
口唇と目の周囲が腫れてること
を友人から指摘され、近くの病
院を受診した

④



スタッフ間での情報共有不足

卵・牛乳アレルギー7歳

③食べた直後に、のどや唇がおかしいと
言い出し、口唇周囲にじんま疹が出現、
薬を飲ませたが、顔が紅潮し目が充血し
咳と喘鳴まで出現した。ステロイド薬を
追加内服し、タクシーで病院へ。

①アレルギー対応のレストラン
に、電話で卵と乳成分の除去が
可能か確認して予約

② デザートに
ゆずシャーベットが出たの
で再度、卵、乳成分が含ま
れていないことを聞いたと
ころ「大丈夫です」と回答

大丈夫です

④ 唯一のアレルギー担当者が
体調不良でお休みしたため、
アレルギーに詳しくない担当者
が間違って回答した

①シャーベット：シャーベットには、牛乳、卵白やゼラチンなどが使用されて
いることが多く、今回も乳製品が含まれていました。
②レストランの従業員が確認した厨房には、唯一のアレルギー調理担当者が不
在で、アレルギーに詳しくないスタッフが大丈夫と判断したために事故が生じ
たことがわかりました。

アレルギー担当者

アレルギー対応であれば万全の対策を

この事例から学ぶ対策



周囲の大人が、講習会や事例集を活用して

食物アレルギーについての理解を深め、

食物アレルギー児が安心できる環境を

つくっていきましょう
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