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  SFSS食のリスクコミュニケーション・フォーラム２０１６ 

         第3回 ２０１６年８月２８日  

  

 

 

    食品事業者から見る安全とリスクに関する 

       コミュニケーションのこれから。 
     

                              

                        

                         

 

 

             小出 薫 （（株）明治 顧問） 
   

              自己紹介 

教育は・・・農学系。牛乳タンパクの構造変化で修士。 

        

職業は・・・明治乳業入社。（株）明治の品質担当で退任。 

  商品開発研究部門、本社技術、海外生産拠点や合弁事業開発とあちこち   

   ☆ 品質保証体制構築と品質・労働安全分野の 

     危機管理を ２００３~２０１３年 10年間。   

                 その後、顧問として3年ちょっと。 

社外で・・・・ 

  ＊「国際酪農連盟IDF（日本」で専門部会代表 13年目。   

  ＊内閣府食品安全委員会の企画等専門調査会委員 4年        

      この期間に、 

  ★ リスクコミュニケーションのあり方に関する勉強会（後WG）    

     参加  

 

Part1  最初に、 

 食品安全委員会の「リスコミ勉強会⇒WG」で語られたことから 

       

       事業者もリスクを語るステークホルダー？ 

Part2 そもそも事業者はどの様な「ステークホルダー」なのか？ 

            

Part3 何が出来るか？ 社会にどの様に役立つのか？  

 

 

                 

                 話題提供 
     

   
 

 

 

 

 

Part1． 2014～2015年に語られたことから 

  リスコミ ⇒ リスクに関する多様なCommunicationへ   

    
◆１－１ 80年代頃から 形の変化と内容の議論を経て． 

   

  

 リスコミの定義と社会的意義についての考えは、人と立場により 

  今でも違いは有るが・・・次の様な表現が広まってきた。               

    

       「社会の全関係者(ステークホルダー）の間で、 

   リスクについて及び、それへの対応や関連する諸々の要因に  

   ついて、多様な形式と目的で不断に行うコミュニケーション」      

  

      この不断のコミュニケーションの成立を前提に、 

    リスクを管理・制御する新しいﾌﾚｰﾑﾜｰｸを作る、 

       A new risk governance framework      という考え方。  

  

 ☆ ここで 関係者（Stakeholder） とは？ 

     行政（RAとRM）、  学術専門家、  食品事業者、  

     メディア、  そして 消費者 （個人、NPO,リーダー） 

        

  

 

  その１：リスコミで大事なことは、説得し納得が得られることではない。  

     対話・共考・協働を通した、相互理解と信頼の醸成 が目的。         

            

      ⇒ policy施行と同時並行で、全体的な管理・制御状態を 

        評価しつつ、リスコミも様々に引き続き行われる。 

     ⇒ 科学的な説明は解るが、やはり口に入れたくないという 

        感情を人間の自然なものとして否定しない・・・・ 

   

              

その２： リスクの性質と、その拡大程度や社会的管理の状況等に 

    よってリスコミに使う具体的手法や、当面の達成目標は異なる。 

    

                                               

 

                                                  

  ＊＊誰もが語る2点の理解：「割り切り」＊＊ 
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◆１－２．ANSES（フランス食品環境労働衛生安全庁）が講演で

     新しい“Risk governance framework”チャート 

ANSES：  古典的な Risk Analysis から ⇒

   新しい “Risk Governance Framework” の構築へ           

◆全ステークホルダーを巻き込んだリスコミを背景に、 (右回りに）

 ①基準を制定する目的と、その決定のプロセスを定める。

 ②リスクとベネフィット双方の評価と、社会的インパクトの分析。

 ③現施策により、リスク、コスト、ベネフィットが、社会にどの様に 

   分配されているかを評価（Evaluate)し、

 ④基準、政策の決定と管理運営、及びモニタリング・・・を回す。

◆リスクとそれへの対応について十分情報交換し合い、ステーク

 ホルダー間の相互理解を構築する。

◆それにより リスクに関する意思決定に、これらの人々を巻き込む   

   ・・・・  Ownership & Empowerment ！

                 

 

◆１－３．リスコミ専門家に異論も有ったが、次の様な理解も。

（１）決めた規制値について社会の完全な合意を得られなかったから   

   ⇒失敗と考えることは間違いである！  （放射性物質等）      

  

（２)ステークホルダー間の「対話」が成立する条件は、異なる人々が

  この社会で果たしている機能に対する根本的な「敬意」。   

       そして各々が責務の共有を行う意志。

（３）新しいリスクGovernanceが機能する基盤を作るために、教育と

  情報提供も必要。（消費者教育はリスコミではないという学術論はあるが）
  ＊勉強会, 消費者教育、「食育」活動といった周辺活動 
     ＊「安全教育」に加え、「リスク教育」 という語もようやく市民権

   

（４）その案件に関する「リスク・マネジメント」の可能性と実績の情報

   を伝えることも必要である。

☆今でも、行政からのリスコミ

 対話への呼びかけは、左の形。

＊報告書やWHOのHandbookでは、

  行政がより適切な判断と運営を

  する為に、他のステークホルダーと

  じっくり対話せよとの論調が主体。 

 ☆右の図が実現するためには・・・・・

  ①互いの偏見、stereotypeから一旦自由に。
    消費者はゼロリス・・ お役人は・・ 企業は所詮・・学者先生は・・メディア！

  ②行政を、「無謬のお上」であることから解放。

  ③食品リスクの研究の持続性に策を。十分な資金と才能の確保。

  ④事業者はまずリスク管理のプロでなければ。

   それで初めて残存リスクを語れる。

        

◆１－４．ステークホルダー間の対話について 

Part 2．食品事業者とはどの様な「ステークホルダー」？

 ２－１．行政主導のリスコミとの関係、距離感         

 ① 食品安全委員会が健康影響調査を行う類の、多業種に共通の

   Hazardと、そのリスクについて、消費者や社会一般への説明と

   いう意味のリスコミを、通常はやらない。      

 ② 行政による意思決定と実際対応を支援する次の様な可能性。

  ＊Hazardの性格、混入経路、防御の可能性、リスク低減策情報       

  ＊リスク低減に事業者も成果を上げ、規格基準順守を容易にする

    ことで、社会がリスコミとリスクマネジメントを受容しやすく。

 ２－２．事業の持続可能性について常に分析している
 

   ◇ その事業を 持続する価値と可能にする能力を分析

    

  

２－３．自前の「品質経営」システムを開発し構築する。
  食品（と事業）が提供する価値と安全。守り抜く組織を作る為に

  （株）明治は：「明治品質コミュニケーション」
                                                                                                      

         「安全」についても、
◆ その商品の原料、製造、物流全般における

 ・品質・安全上のリスクを十分に分析し、・それらに対する具体的な対処方法が 

  やはり文書として標準化され、それに基づいて

 ・管理され、記録される、部門間で共有される・・システムが機能していること。

 ・リスクと対応、及びコストと「残存リスク」について全社各部門で認識共有する。

         提供すべき「価値」の明文化
◆ その事業の存在「価値」と、 提供する商品が有すべき「価値」

  ・「価値」を実現し、守り抜き、社会伝える為に、社内の各機能部門が、

  （開発、原料調達、生産、流通、販売・・） 為すべき仕事を、・これも明文化。 

 考え方と、実行していることを社会に伝えることを想定。 逆に言えば、

     コミュニケーションに使えるシステムを志向した。
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品質コミュニケーションと「明治おいしい牛乳」事業

◆提供している価値・・・・常にプレミアムのおいしさ ＋安全

◆事業を維持するもの・・・・ 新技術と設備は勿論＋ 

     酪農場が大事、プレミアムとしてのマーケティング
      

☆調達部門の・・酪農家・団体との協働で「おいしい牛乳」になり得る原乳確保

☆開発・設計が・・説明できる風味研究を。 原乳を集める全コースの評価

           風味パネル訓練を厳しく。認定制度。

☆生産部門は・・特別ラインの工程・設備管理、 工場内専門パネルの訓練

           工場内品質部門の能力と権限強化、 そして 「安全」の為

           厳しく、新しい＜衛生微生物リスク管理プログラム＞   

☆販売・コミュニケーション部門は牛乳で初めて、マーケティング戦略を。
    

     「以前はおいしかった牛乳」にしない為に

明治の＜育児用調製粉乳事業＞が提供するものは？

 確かに 粉ミルク も提供しているけれど
 実は「安心な育児への支援」を提供。

母乳の研究 大胆な技術開発と 
慎重な製品設計  調査確認
    育児相談の歴史
社会貢献としての特殊ミルク事業

  基礎研究、母乳と赤ちゃんの広範な調査、

               そしてコミュニケーション

◇ 乳児と小児の栄養研究 

           ⇒ ＜母乳栄養児の発育、発達に近づける＞

 

 ◇ 「母乳組成調査＊」 を実施

           ⇒ ＜母乳組成に可能な限り近づける＞

   ＊１９７９年と９８～９９年の２回実施。

     ９９年は日本全国で４２４３人の母乳を分析発表（５英文学会誌）

◇ 新配合製品の販売時は、大規模な「発育、便性、哺乳量調査」

   を実施して、改善の効果を検証する。

                        （１９７２年以降 毎回実施）

「赤ちゃん相談室」；赤ちゃんの食事と栄養のご相談に応え、
        育児の全体をサポート

●１９７６年の設立以降、実に様々な相談。

●１日７０～９０件、年間２～３万８０００件のご相談。

●相談員全員が管理栄養士・栄養士の資格を持っている。

  不安

心配

迷い

訊きたい

知りたい

母子保健 商品知識

心理面の理解

病態栄養

小児栄養

栄養学・食品
科学

現代の育児環境豊富な情報・
   経験

私たちは、

赤ちゃんの健やかな成長を願い、

お客様の声に真摯に耳を傾け、お客様の立場に立って、

一人ひとりに丁寧な応対を心がけます  

  ◇ 顧客の絆＜育児サポート＞のために・・・

２－４．クライシス状況ではクライシス・マネジメントに徹する
ニュージーランドのFonterra 社の細菌汚染事件や  
           当社の離乳期用粉ミルクの放射性Cs混入の例
              

懸案のHazard等が公式RA上安全であっても、企業は商品Recall 
等の処置を行うこともしばしばある。 何故か？ 

☆ 事業が社会に提供している「価値」と「責任」が方針を決める。 

☆ Fonterra社の、酪農産業維持と世界への乳成分提供の責任

☆ 明治の育児用調粉事業は粉乳を売る商売ではなく

                         「育児」支援を売る事業。

  不安を感じながらの育児は絶対避けるべき。

  原発事故後のクライシス状況下で最大限の安心を与える方策を

  採った。 （内閣府食品安全委員会の勉強会でもプレゼン）

 ２－５．食育を充実させようとしている     

  

  我国で、Table(消費者）がＦａｒｍ（生産の現場）から遠すぎる。

  これは、Communicationとそれを前提としたGovernanceへの

  基盤を損なう障害。 この隙間を埋めるのも「食育」の機能のうち。 

  基本法と第１，２次推進計画に食品事業者も協力。 例えば・・・・                 

            ◇乳業には食育活動
 ＊自社の食育担当や栄養士が実施。   

   小中学校出前授業、一般セミナー、クッキングサロンの３本立て＋工場見学

 ＊内容は、クッキング関係を減らし、セミナーを増やす方向。

 ＊実施回数は相当多い。一番多い(株)明治単独で、２０１３年 １年間だけで・・・

    小中学校出前授業 １３０１回（５９２１０人参加） ７１４校で実施

    一般対象セミナー   ３２３回（１３６３７人）

    クッキングサロン    ４６４回（１３３９３人）    以上で８６２４０人参加

    工場見学 菓子を含む６工場で１２万人。                  

          ◇酪農には「酪農教育ファーム」の活動      
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領域A・・異物混入や微生物による変敗といった、食品安全委員会の 

     RA対象ではないことも多い“Hazard”による品質欠損リスク。

     事業者によるリスク制御の取組みと、それでも残存するリスク

     を伝える次の様な例。 

 ☆充実してきた「食育」や、マルチステークホルダーによる懇話会 

  等の機会に、主に消費者対する注意喚起と、食品製造に関する

  理解を得る意図で、「残存リスク」を話題にすること、 

       そして、テーマに依っては・・・

 ☆「残存リスクを含む」懸案の“Risk Governance”を現行の形で

  持続する場合のコスト、ベネフィット、リスクについて行政、学術他

  の人々と対話を行う。

 

               

Part 3. 事業者によるリスクに関する「コミュニケーション」 
       何が可能で、どの様な意味があるか？

 ３－１．2つの異なる領域

 ★ また、
    食品というものは・・・あるHazardが存在するなら食べなければ  

    良いというものでもない。

    その食品からヒトに必要な栄養などの価値を獲得しないことが不利益、

    あるいはもっと深刻なリスクをもたらすことも多い。

    この論点と、こうした食品を「安全」に提供するためのHazard

   低減等の、実際的な解説を行うのも企業の領分ではないか。 

領域B・・・食品安全委員会のRAも実施されるHazard 案件：   
 
 ① 事業者だからこそ知りやすいリスク管理情報の発信・・・
      リスクの由来、低減抑制の可能性や、既に実施している
      ことを発信。
     

 ② 事業者だからこそ発信すべきリスク対象と内容が在る。
      その食品、その事業特有のHazard について語る。
 

３－２．領域Aに関して事例を 

            ＜ 恒例の質問 ＞

Q１：あなたは牛乳を飲む前に、ちょっとにおいを嗅いだり、口に少し  

   含んで風味を確かめたりしてから、ごくごくと飲み始める人

   ですか？ 

では、Q２ 電車のプラとフォームで並んでいたら、後ろに人が

        立った。つま先に力を入れますか？ 

◆領域A・・話題にするのは次の様な例・・・

 ①普通の牛乳を買って家庭で紙パックを開けてみたら、凝集が

  有ったり味が変という不快。以前は夏によく経験した。今は？   

 ②異物混入防止の実際：アイスクリーム編   

   原料から、製造機械から、環境から、「異物」が混入。対応は？  

 ③LLの紙パック飲料のごく稀な危険を見つけて防ぐ。

◆事例  変質していない牛乳を常に届ける為に 
       さて、牛乳を飲む前に味の確認をする人もしない人も・・

☆ 現在主流の「牛乳」は、 （例：明治おいしい牛乳）

 UHT（130℃2秒）殺菌の採用＋殺菌器から充填までの衛生管理

 に工夫を重ねて、設備仕様もグレードアップして （コストも掛けて） 

☆無菌ではないが、出荷前の一般生菌数試験では・・

   100本中98本は生菌数ゼロ／ｃｃ。（13年前は90～９５本）   

   残りの数本も生菌数は10個／ｃｃ以下・・・

                 ・・・・というレベルまで。     

★現行食品衛生法（乳等省令）では 

  細菌数50,000／ｃｃ以下。

★なお、流通、保存温度は「10℃以下」・・・・

 

 

 

10℃保存では、１週間
～１０日で低温細菌が 
危険ラインまで増殖！ 

なんと製品 1Lに、 
培養直後の菌を1個でも 
牛乳に混入させると… 

ところが、研究室では
この様なデータも！ 

！？ 

  

 

  しかし実際は、事故は夏場、限られたコースで偶に発生する程度     
            
          

       
 では何故・・・

★何故、厳しく管理しているのに（稀とは言え）腐敗した商品が食卓
に届くことが有るのか？  と同時に、逆に・・・・・

★何故、ほとんど全ての商品では（無菌でないのに）問題が発生し
ないのか？

 ＊出荷時にごく僅かながら残っていた菌は何故暴れなかったか？ 

 ＊暴れた菌はどんな菌だったのか？ 問い詰めて実際的判断に。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－   

１）１３０℃２秒の殺菌で栄養細胞は死滅する。残る芽胞の危険度。

２）殺菌後にラインの色々な場所や包材から混入する菌はゼロには
ならない。 これらの菌はしかし、装置の洗浄や殺菌によって、

  相当の損傷を受けているので、誘導期がとても長い。 

  ＊それに対し、研究室で実験的に牛乳に接種された菌は、
    好適な培地で何世代か培養された、極めて元気の良い菌。
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 あまり＜損傷＞を受けていない、１５℃以下でかなり良く
 増殖する類の菌種（これを厄介菌と仮に呼ぶ）が混入した時が、   
 最悪のケースと思い定めて・・・・

 
 牛乳の微生物汚染による品質劣化リスクの低減策をリセット。       

    

   ＜明治品質コミュニケーション＞におけるESL牛乳リスク管理

１．微生物混入経路の徹底捜査と、機器の洗浄と殺菌の見直し。

  ・バルブ類、充填機内部、充填機への製品配管、空気配管他 
 

２．製品中に残存してしまった微生物の「厄介度」の早期評価と、 

  「事故発生リスク有り」のケースの「厳しい対処手順」 （コスト！） 

   

補．日常的に、充填機周辺を中心とした製造現場（設備内、床、水や

   エアーの配管・・）の微生物棲息プロファイルを把握。   

例 ： 飲用乳ライン

A
B

C 地地
D培地

貯液 充填・包装殺菌原材料 製品

環境調査試料

使用水検査試料

製品、工程品
検査試料

+簡易同定

検出菌の同定による
菌叢解析、性状確認

(DGGE、T RFLP、PCR)(DGGE、T RFLP、PCR)

汚染マップ作成

比較

   従来法に較べて迅速
   実際の菌叢を反映

工場で実施

  安全性、耐熱性等の
  詳細情報取得

  製造現場の微生物汚染プロファイルの作成 

現場に生息する菌の種類と危険度、「厄介度」を評価する ⇒ 
データベース化 ⇒ リスク低減と危機対応に役立てる。 

コロニー形状

写真 写真 略記*

1 Bacillus cereus 不規則状 Ｂ +

2 Bacillus subtilis 不規則状 Ｂ +

3 Pseudomonas putida 円形 -R +

4 Klebsiella oxytoca 円形 -R -

OX Cat菌名№
グラム染色コロニー

形状

  ＊＊ この問題の根源 少々憂鬱な話＊＊

◇ 130℃2秒殺菌後、LL牛乳みたいな無菌ラインにしたら？

                      ごもっとも！ しかし・・・ 

◇ 流通と保存の温度を 4℃にしたら？ 

       これが出来れば品質保証部長は夏休みを取れる？

◇ 日本のチルド流通温度規制は「10℃以下」。 

   この基準は、先進国ではもはや日本だけの高温度。

  4-5℃で管理。・・・せめて６℃以下なら。７℃でも。

  ６℃にするためのコストと、１０℃である故のコスト。

  

 この部分は行政や学術専門家との対話を。

◇研究も・・「生育最低温度」は安全を見て低くなりがち。

    増殖速度と温度で実際的下限を語れないか？

    それにしても

    微生物は化学物質等とは違う扱いにくさ。

    変異があるかも知れない      

◆事例B-1．「アクリルアミド」について事業者も

     健康リスク評価と低減策の消費者向け説明を。 

 

 ＊カルビー社のホームページが、企業発リスコミの先駆け的モデル
    

    内容⇒ 内閣府食品安全委員会の「報告書」付録参照

 

 ＊この事例は、各Hazardが生産・流通過程でどの様に混入、増殖

  消長するか、またどの様に管理し、低減するかについて、 

  技術専門家としての情報提供と意見表明が出来ることの例。

      （同時に「事業に特異的なHazard」でもある）
 

 

 

  

３－３．次に、領域Bに関して事例を 

◆事例B-２．牛乳の放射性物質クライシスからの脱却
   牛乳への放射性物質混入とその抑止の実際を説明すると   

＊ 2011年3月からの食品事業者の試練と対応の実際・・

   クライシスの時期を乗り越えた今、次回に備えて

   関係者集まり情報交換と整理話やっておくと良い。

    ◇ 牛乳だけでも・・・色々な事が起きた。

＊ 3月17日に自らの概略方針と「覚悟」を定めた。

  「牛乳は生活必需品⇒供給責任、通常品質保証機能、

   放射性物質混入への対処が同時に来る・・・」

   ☆Hazardとしての評価は行政等のリスコミに依存。

   ☆「汚染を緩和・抑止すること、その過程を伝えること」

     が無ければ不安の鎮静化はない。

B-2(続）  そして次の1年間に起こったことの記憶

◇18日福島原乳、23日茨城原乳・・暫定規制値超え。出荷制限も。

      しかし

◇ 食品全般に供給危機あり。Safetyには比較的冷静だった。

   「政府、自治体の検査で暫定基準値超えは無かった」で回転していた。    

◆ 行政等のリスク評価の説明。 分かりやすいものが次々に。
  食品安全委員会「緊急とりまとめ」（３/16,19）、放射線医学総合研究所HP, 

  消費者庁Q&A、 日本生協連 等々

      またしかし、

✔ 供給が回復、放射性セシウムの値に落着きが出てきた夏以降 

   簡易型測定器（NAIシンチレーション）の普及の伴い、民間測定値で混乱。

✔ 一部の学者、地方政治家、教育関係、週刊誌・・・・等で

  ゼロリスク、測定値公開、福島忌避等の要求が。特に学乳で。

◆10/27 食品安全委員会評価書、

  2012年3/15 新規格基準設定通知。
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このストーリーで粛々と牛乳を飲んで頂ければ良いのだが。        

      受け入れられない？！これではどうか？  

 牛乳の放射性セシウム問題は 

 乳牛に与える飼料を管理することで抑制できる。 

 

 飼料の放射性セシウムを給与時に100 10Bq/Kg以下にしておけば、 

 生乳のセシウムレベルは余裕をもって、４月１日以降の規制値； 

      ５０Bqより低い３０Bq 3Bq/Kg である。 

  

 ３0Bq 3Bqであれば、その牛乳を毎日壜で１本（200ml）飲んでも、 

 １年間の牛乳による内部被ばく量は大人で 0.0４ 0.004mSv、 

  幼児ではセシウム排出も速いので、0.0２ 0.002mSvである。 

 

      安全です。 飲みます。 分かったが飲みたくない。                 

 

   乳業事業者として、酪農事業者として。               

◆原乳生産から処理までのRMを厳しく。 

  ＊ 自社検査体制・・ゲルマニウム測定器を揃えた。 

  ＊ ５Bqを超える値の牛乳は出荷せずに済む実際対応。 酪農団体に原乳 

     にもCsレベル減少安定要請。 

  ＊ 個々の測定値公開は拒否。 乳業協会として「基準値５０Bq以下」表現。  

  ＊ 福島産使用を止めろとの要求は拒否。 

 

◆そして、牛乳を救う酪農サイドの忍耐と努力を伝える。 

  ＊牛乳を汚染させる最大の原因は飼糧。 

  ＊飼糧＝粗飼料（主食、繊維源）＋濃厚飼料（副食、エネルギー源）。   

   放射性物質管理上制限が必要なのは、牧場の隣で栽培している牧草等 

   「自給飼料」 

  ＊酪農家達は今、これら「自給飼料」を刈り取って、束ねて、 

   そして使わないという企業努力を。 

 

 

 

 

 

     

（ 続 ） 

 ＊幸運にも、2011年3月、栃木等周辺の牛はまだ生草も食べず、前年牧草の 

   サイレージを餌に。 しかし、 これから収穫する自給飼料は危険！ 

  

 ＊農水省、県当局、酪農組合による飼糧マネジメントの速やかな 

   支持と丁寧な実行。 ＋資料関係事業者の特別処置も  

   ☆農水省・消費安全の3月19日、21日 「畜産農家の皆様へ」に始まり、 

       2012年「２月3日通知」に至る、多頻度「コミュニケーション」 

 

 ＊飼糧の暫定許容値は１００Bq/Kg。粗飼料の全量を１００Bqのもので賄って、 

   原乳の放射性セシウム値は  （途中計算省略）   約３０Bqになる。 

        これでも牛乳の新しい規制値より低いが。 

 ＊栃木や福島の酪農家たちは、実質自給飼料使用停止   

   検出限界０．８～２Bq位で今では全て「検出限界以下」。 

 ＊ 因みに、自前の飼糧の一部を、購入した輸入飼料に混ぜていた  

         某県で、数Bq～１０Bq台を記録。（これも間もなく止めた）。 

       －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

   

 

 

 

◆事例B-３． 乳アレルギーについてのリスコミ。  

 ☆食物アレルギーは関係の強い事業者がCSR活動としても消費者用メッセージを 

   送るべき領域。（株）明治とキューピー社にその意欲が感じられる。 

 ☆アレルギーの説明はｱｶﾃﾞﾐｱの誰がやっても細部にはまり込む。 

  そこを克服しNarrative 型の解説を公開して頂ければ、企業は 

  HomePageでそれへのリンクを提供するのが効果的なのだが・・・ 

  

  

 

 ☆上記リスコミは「専門医から学校の栄養管理者へ」のもの。 

   （株）明治のHomePageは消費者を医師や学校管理者につなぐ 

   為の内容を目指している様だ。まだ未完成かつ工夫も必要。 

    

  

   

  

 ★  “知って！食物アレルギー｜株式会社 明治” 
          www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/food-allergy 
 

 ★日本酪農乳業協会（Jミルク）による、リスコミ文書が有る。 

 内容は ⇒次の2頁と、食品安全委員会「報告書」付録を参照 

 

事例B-3  専門医による、学校現場用の  

         乳アレルギー解説   
 要点は 

★ 食品アレルギーの科学の基礎と、症状について （ 略 ） 

★ 乳幼児の食物アレルギー有病率は５％～１０％。 

   6歳までの原因は卵と牛乳・乳製品が一番、学童期には甲殻類、果実。 

★ アレルギー検査とその使い方 

   血液検査はスクリーニング。食物経口負荷試験で決定 

★ 卵、乳アレルギーは年齢とともに寛解して行くのが普通。食べられるよう 

  になってきた時期にこれらの食品を排除することでの栄養不良を避ける 

  ことが必要。 

★ 学校の栄養教師、専門医、そして家庭が連携して段階的に食べられる 

  食品を増やしていくプログラムを児童ごとに進める体制を作る。 

  この体制が良くできている所と遅れているところが有る。 

★ まだ完全除去が必要な児童の明確化、間違えずに除去食を提供する 

  ことと、危機発生時の対応等、学校での管理ガイドラインも。 

    ・・・・・・・・・・・ 

 

 

            ディスカッション 
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