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Ⅰ．ア レ ルギー食物除去に 関す る 基本的な考え 方 

食物アレルギーでは、症状誘発回避のため原因食品の除去が治療の中心になる。食物アレ

ルギーの多くは乳児期に発症し年齢とともに耐性化する傾向があるため、食物除去は過剰な

除去にならないよう必要最小限の除去とし、原因食品であっても安全摂取量を確認し可能な

範囲で摂取できるように、食べることを目指した食事指導が行われている。

（１）アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎では皮膚バリア障害があり、乳児期は食物の皮膚感作より食物アレ

ルギーが発症しやすいことが明らかになっている。アトピー性皮膚炎の治療は、スキン

ケア、湿疹・皮膚炎の治療を最優先に行い、食物が悪化因子として関与している場合に

のみ食物除去が必要となる。幼児期以降は、食物以外の要因が原因・悪化因子になって

いることが多い。

乳幼児アトピー性皮膚炎では、食物アレルギーが関与しているか判断するための負荷

試験チャートが作成されている。（Ｐ30 資料１参照）

●治療の基本的な考え方 （アトピー性皮膚炎ガイドライン 2016）

①発症・悪化因子の検索と対策

②スキンケア

③薬物療法

が基本原則で、個々の患者において適切に組み合わせて行う。

各患者に関わる原因・悪化因子は多岐にわたるため、患者毎にそれらを把握し、

除去等の対策が必要である。

≪治療ガイドラインの概要≫ 

≪発症・悪化因子≫ 

注：患者によって原因・悪化因子は異なるので、個々の患者においてそれらを充分に

確認してから除去対策を行う。

○食物（卵・牛乳・小麦など）

○汗 ○乾燥 ○掻破

○物理化学的刺激

（よごれ、石けん、洗剤、衣服のこすれなど）

○ダニ、ほこり、ペットなど

○細菌・真菌

ほか

○汗 ○乾燥 ○掻破

○物理化学的刺激

（よごれ、石けん、洗剤、衣服のこすれなど）

○ダニ、ほこり、ペットなど

○ストレス

○食物（卵・牛乳・小麦など）

ほか

２歳未満 ２歳～１２歳 １３歳以上成人まで 

○食物（卵・牛乳・小麦など）

○汗 ○乾燥 ○掻破

○物理化学的刺激

（よごれ、石けん、洗剤、衣服のこすれなど） 

○ダニ、ほこり、ペットなど 

○細菌・真菌

ほか

２歳未満 ２歳～１２歳 

診 断 

重症度の評価 

発症・悪化因子の 

検索と対策 

スキンケア 

（異常な皮膚機能の補正）
薬物療法 
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（２）食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎

（０歳・１歳、一部の年長児）

１）基本的な考え方 

乳児アトピー性皮膚炎に合併して認められた食物アレルギーで、食物特異 IgE 抗体の

感作があり、原因食物の摂取により湿疹の増悪に関与している場合で即時型症状を誘

発することもある。原因食品の診断は食物経口負荷試験（OFC）によって行われる。

負荷試験の実施に関しては開業医で行う場合と専門医・専門医療機関で行う場合につ

いて 30 ページの資料１に示している。

２）具体的対応 

・すでに低アレルギー食品を摂取している場合 

①問診で病歴を充分に把握し診断を進める。

すでに低アレルギー食品を摂取している食物は徐々に摂取できる範囲を広げていく。 

②食物を負荷し最終診断を行う。

すでに低アレルギー食品を摂取している食物は、即時型アレルギーを発症する

可能性が低く、徐々に負荷を進め摂取できる範囲を広げていく。

原因食品の摂取可能量を判断するための負荷試験の方法は15ページ以降に記載

しているので参考にする。多種の食物に亘る場合は専門医療機関に紹介するこ

とも考慮する。

・即時型アレルギー反応が出現する可能性がある場合 

即時型アレルギーにおける食物アレルギーの項（Ｐ31 資料２）を参照する。 

（３）即時型症状

１）症状出現時間：食物摂取後２時間以内、多くは１時間以内 

症状：口腔内症状：口腔内違和感、痒み、イガイガ感 

皮膚粘膜 ：蕁麻疹、発赤紅潮、腫脹、口唇腫脹、眼瞼腫脹 

呼吸器  ：咳、喘鳴、呼吸困難 

消化器  ：嘔吐、腹痛、下痢 

全身症状 ：意識混濁、血圧低下、ショック 

２）原因抗原と発現頻度 

厚生労働省食物アレルギー調査研究班の、「平成 23 年度全国食物アレルギー即時型反

応疫学調査結果」によれば以下の通りである。 

①乳幼児の食物抗原：

 １位：卵、 ２位：乳製品、 ３位：小麦、 ４位：魚卵（２歳以降で増加） 

②年齢別出現頻度：

 ０歳：34.1％、 １歳：20.4％、２歳：10.1％  

２歳以下で 64.5％、５歳以下で 80.3％、10 歳以下で 90.1％を占める。 

３）基本的な考え方 

即時型アレルギー反応が出現する可能性がある食物に関しては基本的に除去する方針

で臨む。

自院で対応できない場合は専門医療機関に紹介することも考慮する。
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４）具体的な対応 

病歴を十分に聴取し、アレルゲンとして確実な食物は除去する。アレルゲンとして疑

わしい食物は特異的 IgE 抗体検査を行って判断する。生後４～６か月までは検査が陰

性の場合がある。

検査にて強陽性の食物は即時型アレルギーの出現の可能性があるため当初は、負荷試験

は行わず除去する｡負荷試験の方法の詳細は15ページ以降に記載しているので参考にする。 

≪年齢別主な原因食物≫ 

０歳 １歳 ２～３歳 ４～６歳 ７～１９歳 ≧２０歳

１ 鶏卵 鶏卵 鶏卵 鶏卵 鶏卵 小麦

２ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 甲殻類

３ 小麦 小麦 小麦 ピーナッツ 甲殻類 魚類

４ 魚卵 魚卵 小麦 ピーナッツ 果物類

５ ピーナッツ ピーナッツ 果物類  小麦  ソバ

海老澤元宏：厚生労働科学研 食物アレルギーの診療の手引き 2014 より
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Ⅱ．アレルギー除去食に関する診断書と指導表

（１）アレルギー除去食に関する診断書と指導表の考え方と記載の仕方
 アレルギー除去食に関する診断書を請求された場合は、診断書と食物アレルギー食

品の摂取指導表（食品リスト表）をセットで保護者へ渡す。診断書と指導表の書式は

8､9 ページに掲載している。診断書料は請求できる。

１）アレルギー除去食に関する診断書の考え方 

診断書の記載を要求されても初診時に的確に診断できるわけではない。当初はこれま

での摂取状況を家族から聴取し、摂取できる範囲および除去すべき範囲を家族に確認

しながら診断書を作成する。その後、血液検査や皮膚テスト、必要があれば出来る範

囲の食物経口負荷試験（OFC）を行いながら徐々に制限を解除していく。診断書作成

時には必ず保護者の確認と同意を得、署名してもらう。

①アトピー性皮膚炎

アレルゲンとされている食物をすでに食べたことがあり、即時型反応を起こして

いない場合は、「出来るだけ食べさせる」方向で対応する。

②即時型アレルギー

重篤な状態が発生する可能性もあるため、「疑わしい食物は除去する」方向で対

応する。

③摂取可能な具体的な食品については、低アレルゲン食品の負荷試験で確認され、

家庭でも摂取可能になった食品をリストから選んで、園での利用可食品として提

示する。

※除去食品が多岐にわたり摂取食品リストの記入が困難な場合は、専門医療機関を

紹介する。 

２）アレルギー除去食に関する診断書の記載の仕方 

①診察・検査の結果、食物除去が不要と考えられる場合には（A)に、必要と考えられる

場合は（B）に○印をつける（保育所（園）・幼稚園の給食ではアレルギーの有無に

関わらず生卵の提供は行わないため、生卵のみの除去の場合は(A)に○印をつける）。 
Ａ．食物アレルギーの病型 

１．食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎 

２．即時型 

３．その他（新生児乳児消化管症状、口腔アレルギー症候群） 

Ｂ．アナフィラキシー病型（既往有の場合） 

Ｃ．原因食物 

【除 去 根 拠】：該当するもの全てを《 》内に番号を記載（複数記入可） 

①明らかな症状の既往 ②食物負荷試験陽性

③IgE 抗体等検査結果陽性

【症 状】 該当するもの全てを《 》内に番号を記載 

  即 時 型 反 応：①ショック ②咳き込み ③呼吸困難 ④嘔吐・腹痛 

⑤顔面紅潮 ⑥蕁麻疹 ⑦掻痒感

  非即時型反応：⑧湿疹 ⑨掻痒感 ⑩下痢

  そ  の  他：⑪未摂取のため不明 

Ｄ．緊急時に備えた処方薬 

１．内服薬：抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬（ ）、 

ステロイド薬（   ） 

２．アドレナリン自己注射薬「エピペン○Ｒ0.15mg」 

３．その他（                            ） 

診断書の再評価 

定期的に再評価する必要があるため、再評価を行う予定時期に○印をつける。 

・基本的には、およそ６ヵ月毎または 12 ヵ月に再評価を行う。 
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３）アレルゲン食品リストと摂取指導表 

食物アレルギー食品の摂取指導表（食品リスト表）の利用法 

①指導表は病歴（家族からの摂取状況の確認）や検査等を参考に、摂取可能な食品

と除去すべき食品について、保護者や保育所（園）・幼稚園に具体的な情報を提

供するものである。

すでに利用している指導表があればこの指導表に拘る必要はない。

②自宅での摂取可能な食品が増えた場合には、新たな診断書（指導表）を提出する。 

③除去が必要とされる食品群のうち摂取可能な食品および除去すべき食品につい

ては、「可否」の欄に○印あるいは×印をつける。なお、一部摂取可能な場合は

「可否」の欄に△印をつけ、摂取可能な食品名に○印、摂取不可な食品名に×印

をつける。

④「弱い」、「やや強い」、「強い」等の食品の中でも、上に記載しているものほ

どアレルギーの程度が強くなっているので、より詳細に○印をつけることもでき

る。また、個々に摂取可能な食品がある場合は、個々の食品毎に○印をつける。

⑤この指導表は十分に確立されたものではない。指導の際は家族から食物の摂取状

況を詳細に聴取した上で記載する。

⑥保育所（園）・幼稚園ではこの指導表をもとに給食を作るが、細部に亘り完全に

対応できないこともあり得る。

⑦指導表作成後、必ず保護者の確認と同意を得、指導表の右下の欄に署名してもらう。 

⑧診断書（指導表）はコピーを取り、次回の診断書作成まで保管しておく。
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（２）アレルギー除去食に関する診断書

児童氏名 さん ( 男  ・  女  ) 平成   年 月   日生 

診断名：

本児は診察・検査の結果、保育園・幼稚園においては、 

（A) 食物の除去の必要はありません。 

（B) 以下の食物については食事からの除去が必要と考えられます。 

※保育所（園）・幼稚園においては、生卵を食べる事はないので、生卵のみの除去の場合

は(A)に○印をつける。 

病型・治療 

Ａ．食物アレルギー病型（食物アレルギーありの場合のみ記載） 
１．食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎 
２．即時型 
３．その他（新生児乳児消化管症状・口腔アレルギー症候群・その他： ）

Ｂ．アナフィラキシー病型（アナフィラキシーの既往ありの場合のみ記載） 
１．食物 （原因：  ）
２．医薬品（        ）・ラテックスアレルギー・その他（       ）

Ｃ．原因食物 除去根拠  症 状 
１．鶏卵  《 》《 》 
２．牛乳・乳製品 《 》《 》 
３．小麦  《 》《 》 
４．ソバ  《 》《 》 
５．ピーナッツ  《 》《 》 
６．大豆  《 》《 》 
７．ゴマ  《 》《 》 
８．ナッツ類  《 》《 》 
９．甲殻類  《 》《 》 

１０．軟体類・貝類 《 》《 》 
１１．魚卵 《 》《 》 
１２．魚類 《 》《 》 
１３．肉類    《 》《 》 
１４．果物類    《 》《 》 
１５．その他（  ）

Ｄ．緊急時に備えた処方薬 
１．内服薬：抗ヒスタミン薬（  ）、ステロイド薬（  ）
２．アドレナリン自己注射薬「エピペン○Ｒ0.15mg」 
３．その他（ ）

保育所での生活上の留意点 

Ａ．アレルギー用調整粉乳 
１．不要 
２．必要 下記該当ミルクに○、又は（ ）内に記入 

ミルフィー・ニューMA-1・MA-mi・ペプディエット・エレメンタルフォーミュラ 
その他（ ） 

Ｂ．接触を避けてほしい食品・教材 
１．なし 
２．あり（ ）

本診断書の内容については、およそ（   ６ ,  １２   )か月後に再評価が必要です。 

平成   年   月   日 

 医院名 

 電話番号 

  医師名   印

【除去根拠】 該当するもの全てを《》内に番号を記載 

①明らかな症状の既往 ②食物負荷試験陽性

③IgE 抗体等検査結果陽性

（CAP-RAST） 

【症状】 該当するもの全てを《》内に番号を記載 

即時型反応 ：①ショック ②咳き込み

③呼吸困難 ④嘔吐・腹痛

⑤顔面紅潮 ⑥蕁麻疹

⑦掻痒感

非即時型反応：⑧湿疹 ⑨掻痒感 ⑩下痢

そ  の 他：⑪未摂取のため不明 
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アレルゲン食品リストと摂取指導表 

要除去･･･×  摂取可･･･○  一部摂取可･･･△(食品名に摂取可には○、不可は×をつける。) 

抗原の強さ 可否

最も強い

卵白つなぎ加工品：竹輪、かまぼこ、はんぺん、ハム、ウインナー、ハンバーグ  

卵を多く使った菓子：カステラ、丸ボーロ、ケーキ、メロンパン、どらやき、卵ボーロ

抗原の強さ 可否

最も強い

弱　　い

　微量混入　

抗原の強さ 可否

強　　い

弱　　い

微量混入

抗原の強さ 食品名 可否 食品名 可否

最も強い きなこ、大豆、高野豆腐、枝豆 大豆油、揚げ物

強　　い 豆腐、豆乳、おから、油あげ マーガリン、ルウ

食品名 可否

生：イクラ、タラコ

加熱魚卵（ししゃもの卵など）

抗原の強さ 食品名 可否 食品名 可否

強　　い マグロ、白身魚、青魚、赤魚(あかうお) エビ、カニ、イカ、タコ

干しエビ

貝：アサリ、ホタテ、
　　シジミ、カキ

弱　　い 煮だし（カツオ、いりこ） 魚介エキス

食品名 可否 食品名 可否

そば粉、そば粉入り食品

食品名 可否

カカオ、ココア、ココナッツ

粒ごま少量、ごま油

食品名 可否 食品名 可否

牛肉

鶏肉 　　

豚肉 　　　　　　　　　　　　　

そ
の
他

種実・ナッツ類

小麦粉を使った菓子、加工品（成形肉、練り製品）、ルウ

食品名

牛乳、生クリーム、スキムミルク（脱脂乳）、 練乳

強　　い

やや強い

食パン・パン類、パスタ（スパゲッティ、マカロニ、ペンネなど）

うどん、ソーメン、中華めん、麩、小麦グルテンを含む食品

大
豆
・
豆
類

小
麦

牛
乳

果
物

ごまペースト、すりゴマ

卵

食品名

生卵を使用：ミルクセーキ、あわゆき

強　　い

弱　　い
てんぷら粉、てんぷら衣、卵つなぎの麺、食パン、クッキー

固ゆで卵黄

やや強い

肉類

卵料理、生や半熟で使用：アイスクリーム、マヨネーズ、半熟ゆで卵、
　　　　　　　　　　　　カスタードクリーム、プリン、茶わん蒸し

牛乳を生で使用するもの：アイスクリーム、プリン、コーヒー牛乳、ミルクココア、
　　　　　　　　　　　　粉ミルク、チーズ、ヨーグルト、乳酸菌飲料

牛乳料理：シチュー、グラタン
牛乳を多く使った菓子：ケーキ、チョコレート
カゼインなど乳つなぎ加工品：ハム、ソーセージ、ウインナー

食パン、焼き菓子（ビスケット、クッキー）、バター、乳入りマーガリン

大麦、ライ麦パン、オートミール、麦芽

しょうゆ、みそ、酢、麦茶

大
豆
油

魚
類

そ
ば

やや強い
干物：じゃこ、いりこ
缶詰：シーチキン、サケ、サンマ

弱　　い
みそ、しょうゆ、もやし
他の豆類（小豆、グリンピース、
　　　　　ソラマメ）

乳糖を含む食品

食品名

最も強い

魚
卵

やや強い 納豆

ピーナッツ、ピーナッツバター

アーモンド、くるみ、
カシューナッツ、ピスタチオ

そ
の
他
魚
介
類

医師の指示を確認し同意致します。 

保護者署名： 
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Ⅲ．保護者への文書

（１）「アレルギー除去食に関する診断書」提出のお願いの文書

保護者の皆様へ 

「アレルギー除去食に関する診断書」提出のお願い 

福岡市内の保育所(園)・幼稚園でアレルギー除去食を行う場合には、「アレルギー除去食に関

する診断書」の提出をお願いいたします。 

 食物アレルギーは乳幼児に多い疾患で、卵、牛乳、小麦、魚卵がアレルギーの原因（アレル

ゲン）になっていることが多いのですが、ナッツ類、甲殻類、ソバ、キウイなど他の食品がア

レルゲンになっている場合もあります。  

 食物アレルギーを持っている乳幼児がアレルギー症状を起こさないためにはアレルゲンとな

る食品を除去する必要があります。しかし、これらの食品の中には乳幼児期に必要な栄養価の

高いものが多く含まれていることがあるため、不必要な除去はできるだけ避けなければなりま

せん。そこで、除去食を実施する際には正確な診断を行う必要があります。

具体的には、以下のような要領で確認します。

(１)アトピー性皮膚炎の症状があり血液検査や皮膚テストでアレルギー反応が陽性にでた食品 

必ずしもその食品がアレルゲンとは限りません。 

①すでに食べている食品：今までの食事と皮膚症状との関係をお聞きして判断します。また、

２週間程度除去を行い症状が改善したこと、再び摂取して症状が悪化したことが確認できれ

ば除去を行います。変化が確認できなければ除去せずに軟膏による治療を行います。

②まだ食べていない食品：検査結果を参考に、必要があれば低アレルゲン食品から食べても

らい、症状の変化を確認後に除去食が必要か否かを判断します。

(２)食べて２時間以内にアレルギー症状（じんましん、せき込み、嘔吐、ぐったりなど)を起こ

した食品、あるいは食べた経験はないがアレルギー症状をおこす恐れのある食品 

 血液検査でその食品に対するアレルギーの強さを確認し、必要であれば除去食を行います。 
(３)２歳の誕生日を過ぎたら、血液検査のみで除去食を継続することは避けます。 

１歳の誕生日を過ぎるころから、血液検査が陽性であっても食べて症状が出ないことが増

えてきます。病院でアレルゲン食品を食べて症状が出るか否かを確認する「食物経口負荷

試験」を受けるようにしてください。 

(４)アレルギー除去食品が多種に及ぶ場合、強いアレルギー症状が出現する可能性がある場合 

主治医からアレルギー専門医療機関を紹介されることがあります。 

 以上のことをご理解いただき、主治医の先生が記載した「アレルギー除去食に関する診断書」

を保育所(園)・幼稚園へ提出してください。なお、食物アレルギーは年齢とともに軽くなって

くることが多いため、診断書は定期的（およそ１歳未満は６か月、１歳以上は 12 か月毎）に見

直す必要があります。

保育所（園）・幼稚園ではこの指導表をもとに給食を作りますが細部に亘り完全に対応 

できないこともあります。 

詳しくは主治医の先生にご相談ください。

福岡市医師会  保育園・幼稚園保健部会 
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（２）アレルギー除去食依頼書（保護者から園へ）

アレルギー除去食依頼書

園（所）長  殿

園（所）児 は、この度食物アレルギーの

診断を受けましたので、今後、園（所）内での給食等の提供に際して、別紙

の食物について除去していただくよう依頼します。 

尚、アレルギー除去食での給食の実施にあたり、その対応については、貴

施設の規定の説明を受け同意いたします。 

添 付 書 類： アレルギー除去食に関する診断書 

緊急時処方薬：  （ ある ・ なし ） 

平成 年 月 日 

保護者氏名（続柄 ） 印
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（参考資料） アレルギー物質の食品 

ひやりはっと❻ おばあちゃんのお土産、原材料表示をみるのは失礼かしら？

　アレルギーのことをよく理解してくれ

ている家族や親せきからもらった食品で

あっても、もう一度自分の目で原材料表

示を確認することは失礼なことではあり

ません。同様な状況で困っている方はこ

の本を見せて理解してもらいましょう。

もう一度自分の目で
原材料表示を確認しましょう。

表示の義務があるもの
（特定原材料７品目）

卵、乳＊、小麦、そば、落花生、えび、かに

表示が推奨されているもの
（特定原材料に準ずるもの 20 品目）

あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、
キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、
ゼラチン、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、
やまいも、りんご

容器包装された加工食品のアレルギー表示

　加工食品による食物アレルギー症状を起こす被害を防ぐため、あらかじめ箱や

袋で包装されたり、缶やビンに詰められている加工食品には、原材料として含ま

れているアレルゲンを表示することが食品表示法により定められています。

　現在は下の表のとおり、７品目が表示義務とされ、20 品目の表示が推奨され

ています。

　容器包装された加工食品の表示の約束ごと（P31～32）をよく理解すること

により、除去が必要なアレルゲンを含まない加工食品を使用することが可能とな

り、QOLの向上と安全性の確保につながります。

2013 年 9月に、特定原材料に準ずるものとして、カシューナッツとごまの 2品目が追加されました。

表示義務のあるもの／推奨されているもの

アレルゲンについての基礎知識

＊「乳」の範囲について
特定原材料のうち、「乳」に関しては牛の乳より調整、製造された食品全てに関して表示が必要とされています。牛以外の乳（山羊乳、めん羊乳等）は表示の対象外です。
「乳」は「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」（昭和26年厚生省令第52号）によって、以下のとおり定義されています。
乳　　：生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳
乳製品：クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、
　　　　全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調整粉乳、発酵乳、
　　　　乳酸菌飲料、乳飲料
※これらは個々に定義されていて、乳を主原料としていても、これらの定義に当てはまらない食品については「乳又は乳製品を主原料とする食品」と分類されます。

これらを微量であっても原料としている食品は、必ず（乳成分を含む）と表示されます。ただし、P31に示す「代替表記」や「拡大表記」として認められているものは、
（乳成分を含む）と表示されないことがあるので、注意が必要です。



ひやりはっと❻ おばあちゃんのお土産、原材料表示をみるのは失礼かしら？

　アレルギーのことをよく理解してくれ

ている家族や親せきからもらった食品で

あっても、もう一度自分の目で原材料表

示を確認することは失礼なことではあり

ません。同様な状況で困っている方はこ

の本を見せて理解してもらいましょう。

もう一度自分の目で
原材料表示を確認しましょう。

第 3章　食事療法

　加工食品のアレルギー表示には、限られたスペースの中で正しい情報を伝えるための様々なルールが設けられています。
●容器包装された加工食品のアレルギー表示の約束ごと

表示されるのは特定原材料7品目と特定原材料に準ずるもの20品目の27品目に限られます。2
　特定原材料に準ずるもの20品目の表示は義務ではありませんので表示されないこともあります。

猶予期間中は、新旧ルールが混在するので注意が必要です。1
　食品表示法は、2015年4月に施行された新しい法律です。そのため加工食品については2020年3月31日まで猶予期間
が設けられています。この間は新旧ルールによる表示が混在することになるので注意が必要です。とくに以下の2点にご注
意ください。

・飲食店（レストラン、ファーストフード店など）、量り売りのお総菜、店内で調理する（加熱も含む）お弁当やパンなどはア
レルゲンの食品表示制度の対象外です。

3 表示の対象は、あらかじめ容器包装されているもの、缶やビンに詰められた加工食品です。

・表示義務があるのは加工食品中のアレルゲンのタンパク質濃度が数μg/g以上のものに限られます。
・加工食品中のアレルゲン濃度が、表示義務濃度以下であっても、1食分を摂取すると症状が誘発されることがあります。

表示の義務はアレルゲンのタンパク質濃度を基準に定められています。4

　例えば、「卵」→「たまご」、「落花生」→「ピーナッツ」のように、異なった表記でも特定原材料と同一であることが理解で
きる場合には、別の名称で表記することが認められています。

飲食店（ファーストフード、レストラン）や注文してから作られるお弁当、量り売りの惣菜、
店内で焼かれたパンなどには、食品表示の義務がありません。
代替表記、拡大表記についても理解しましょう。5

代替表記：表記方法や言葉が違う
が、特定原材料と同一であるとい
うことが理解できる表記

拡大表記例：特定原材料名または代替表記を含
んでいるため、これらを用いた食品であると理解
できる表記例

卵

乳

小麦

えび

かに

そば

落花生

玉子、たまご、タマゴ、エッグ、鶏卵、
あひる卵、うずら卵
ミルク、バター、バターオイル、チーズ、
アイスクリーム

こむぎ、コムギ

海老、エビ

蟹、カニ

ソバ

ピーナッツ

厚焼玉子、ハムエッグ

アイスミルク、ガーリックバター、プロセスチーズ、乳糖、
乳たんぱく、生乳、牛乳、濃縮乳、加糖れん乳、調製粉乳

小麦粉、こむぎ胚芽

上海がに、カニシューマイ、マツバガニ

ピーナッツバター、ピーナッツクリーム

えび天ぷら、サクラエビ

そばがき、そば粉

注意ポイント❶　特定加工食品の制度の廃止によって、表記が混在します
　「卵」→「マヨネーズ」のように一般的に原材料として特定原材料が使われていることが明らかな場合は、加工食品そのも
のの名前で表記してよいという特定加工食品の制度は、食品表示法の成立とともに2015年に廃止されました。
　そのためマヨネーズは「マヨネーズ（卵を含む）」と表示されることになりましたが、猶予期間中は特定加工食品として扱わ
れることが容認されています。そのため、「マヨネーズ」と「マヨネーズ（卵を含む）」という2つの表記が混在することになる
ので、注意が必要です。

注意ポイント❷　小さな商品（包装面積 30 ㎠以下）では、表示があるものとないものが混在します
　以前のルールでは、包装面積30㎠以下の小さな商品には、アレルギー表示の義務はありませんでしたが、食品表示法
では義務となりました。猶予期間中は、小さな商品で、アレルギー表示のあるものとないものが混在することになるので、
注意してください。



　「同じ製造場所で○○を含む製品を生産しています」という注意喚起表示は認められていますが、義務ではありません。
「○○が入っているかもしれません」という可能性表示は認められていません。

注意喚起表示は認められています。7

アレルゲンが一括表示されていたり、省略されていることがあります。
　食品表示には、個々の原材料ごとにアレルゲンを表示する「個別表示」、アレルゲンをまとめて一括で表示する「一括表示」
があります（原材料名は重量の多い順に表示されます）。ただし、個別表示と一括表示を併用することはできません。

6

市販のお弁当の例
個別表示の場合 一括表示の場合

ご飯、野菜かき揚げ（小麦、卵を含む）、鶏唐揚
げ（小麦、大豆を含む）、煮物（里芋、人参、ごぼ
う、その他）、焼鮭、スパゲッティ（小麦、卵を含
む）、エビフライ（小麦、卵を含む）、ポテトサラダ（卵
を含む）、メンチカツ（牛肉、大豆、小麦、卵を含む）、
大根刻み漬け、調味料（アミノ酸等）

pH 調整剤、グリシン、着色料（カラメル、カロチ
ノイド、赤102、赤106、紅花黄）、香料、膨張剤、
甘味料（甘草）、保存料（ソルビン酸 K）

ご飯、野菜かき揚げ、鶏唐揚げ、煮物（里芋、人参、
ごぼう、その他）、焼鮭、スパゲッティ、エビフライ、
ポテトサラダ、メンチカツ、大根刻み漬け、調味
料（アミノ酸等）（一部に小麦、卵、大豆、牛肉を
含む）※

pH 調整剤、グリシン、着色料（カラメル、カロ
チノイド、赤102、赤106、紅花黄）、香料、膨
張剤、甘味料（甘草）、保存料（ソルビン酸 K）

どの原材料に、何のアレルゲ
ンが含まれているのか、確認
することができます。

どの原材料に、何のアレルゲ
ンが含まれているのか、わか
りません。

ただし、個別表示でも「省略」に注意しましょう
　個別表示でも、一度記載したアレルゲンがほかの原材料にも含まれている場合、二度目以降の記載は省略が認められています。

省略されない場合 省略された場合

ばれいしょ（国産）、植物油、食塩、砂糖、香辛料、ぶどう糖、
たんぱく加水分解物（大豆を含む）、チキンエキスパウダー、でん
粉、粉末しょうゆ（小麦を含む）、オニオンエキスパウダー、香味
油、調味料（アミノ酸等）

香料（りんご由来）、パプリカ色素、甘味料（ステビア）、酸味料、
香辛料抽出物

青で示した大
豆や小麦は、
複数回出てく
るため二度目
以降は、省略
されています。

ポテトチップスの例 表示が省略された場合には、アレルゲ
ンが含まれている原材料が複数あって
も、確認することができません。

ばれいしょ（国産）、植物油、食塩、砂糖、香辛料、ぶどう糖、た
んぱく加水分解物（大豆を含む）、チキンエキスパウダー、でん粉、
粉末しょうゆ（大豆・小麦を含む）、オニオンエキスパウダー、香
味油（大豆・小麦を含む）、調味料（アミノ酸等）

香料（大豆・小麦・りんご由来）、パプリカ色素（大豆由来）、甘
味料（ステビア）、酸味料、香辛料抽出物

※一括表示される場合は、含まれるアレルゲンがすべて列記されます。
※一括表示のアレルゲンが最後に表示されているからといって、個別表示に
比べて含有量が少ないわけではありません。

キャリーオーバー
材料として使われた加工品に含まれている添加物のことで、特定原材料7品目については、アレルギー表示の対象と
なります。（例）クッキーを作るときに使用されたマーガリンに含まれる「乳化剤」の原料として卵が使われていた場合、
アレルギー表示の対象となります。

コンタミネーション 食品を製造する際に、機械や器具からアレルゲン（アレルギーを起こす物質）が意図せずに混入すること。
由来 食品や原材料を、何からできているかをあらわす言葉です。

●知っておくと役立つ　食品表示の専門用語

参考：「加工食品のアレルギー表示」厚生労働省（平成20年4月改訂版）／厚生労働省科学研究班による「食物アレルギーの栄養指導の手引き2011」／「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」厚生労働省（平成23年3月）

添加物 解　説
たんぱく加水分解物 肉、大豆、小麦、魚、とうもろこしなどのタンパク質を原料としており、「うまみ調味料」として使用されます。

結着剤（結着材料） 食品の形状を保ったり食感を良くするために加えられる材料のことで、リン酸塩やカゼインナトリウム（乳由来）、卵、
ゼラチンなどが結着剤として使用されます。

増粘多糖類
草木・海藻などから抽出された天然由来の多糖類のことで、増粘剤・安定剤として使用されます。粘性があり菓子・
ドレッシング・練り製品・アイスクリームなどに使われます。グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム、ペクチンな
どが原料になります。

増粘剤 食品に粘性を与えたり、粘性の調整に用いられます。ソースや焼肉のたれなど、粘性を増やすためなどに使用されて
います。ゼラチンや上記の増粘多糖類が原料になります。

安定剤 食品の素材感・材質感の保持等に用いられ、アイスクリームの形を保つためなどに使用されています。天然由来の多
糖類（上記の増粘多糖類）が原料になります。

●そのほかの添加物について

※特定原材料 7品目が含まれている場合は必ず（○○由来）と併記されます。
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ひやりはっと❼ 肌にやさしい石鹸を使用していたら…

　加水分解小麦を含んだ石鹸の使用により、皮

膚または粘膜から石鹸中の小麦タンパクの感作

を受け、同石鹸の接触によるアレルギーを生じた

り、さらに小麦製品摂取後のアレルギーや小麦依

存性運動誘発アナフィラキシーを起こしたりする

症例があります。対策としては、小麦アレルギー

の患者だけでなく、アトピー性皮膚炎の人は皮膚

から感作を受けやすいのでこのような石鹸の使用

は避けた方がよいでしょう。また健康な人が使用

する場合でも、石鹸による接触アレルギーだけで

なく、小麦摂取後のアレルギーや小麦摂取後の運

動誘発アナフィラキシー発症に注意が必要です。

肌についたものがきっかけで食
物アレルギーが起こることも。

第 3章　食事療法

　加工食品中に含まれるアレ

ルゲンの表示が義務付けら

れ、アレルゲンの誤食防止に

役立っていますが、まだまだ

思いがけないところに食物ア

レルゲンが潜んでいて、注意

が必要な場合があります。

　一例として右表に卵と牛乳

を含む主な薬剤を示します。

卵や牛乳に対するアレルギー

がある場合には、そのことを

必ず処方を受ける前に医師と

調剤する薬剤師に伝えましょ

う。

食物アレルゲンは薬や口腔ケア商品などにも含まれていることに注意

食物アレルゲンを含む主な薬剤（吸入薬とワクチンを除く）
含有成分 商品名 一般名 薬効分類

鶏卵 リゾチーム ムコゾーム、リゾティア、リフラップ リゾチーム塩酸塩 消炎酵素

牛乳

乳酸菌製剤＊１ エンテロノン -R、ラックビー R 散、エント
モール散、コレポリー R 散 耐性乳酸菌 腸内細菌叢改善

タンニン酸
アルブミン タンナルビンなど タンニン酸アルブミン 止瀉薬

カゼイン

ミルマグ錠 水酸化マグネシウム 制酸剤、緩下剤

エマベリン L ニフェジピン 降圧剤

ジーシーMI ペースト 口腔ケア用塗布薬

エンシュア・リキッド、アミノレバン EN、
ラコール、ハーモニック -M、ハーモニック
-F　など

経腸栄養剤

乳糖または
乳糖水和物 ソル・メドロール静注用 40mg＊２ メチルプレドニゾロン ステロイド製剤

＊１：他の同効薬と同様に明らかな乳成分添加の記載はないが、牛乳アレルギーに禁忌の注意喚起がされている。
＊２：125mg、500mg、1000mg製剤は乳糖を含有しない。

石鹸中の加水分解小麦で感作され
小麦製品でアナフィラキシー
　2009�年頃から、小麦を食べた後や小麦を食べた後の運

動中に、まぶたを中心に顔が赤く腫れあがったり、アナフィ

ラキシーを起こしたりする成人女性の小麦アレルギーが急増

しました。こうした患者さんが使用した石鹸にはすべて加水

分解小麦が含まれていたことから、洗顔により顔の皮膚や

粘膜で小麦に感作され、その後小麦製品を食べることで発

症する新しいタイプの食物アレルギーであることが明らかに

なりました。小麦の加水分解物であるグルパール19Sとい

う成分がアレルゲンとして働いたことがわかりました。問題

となった石鹸は、�2011年 5�月20�日に自主回収が決定さ

れましたが、大きな社会問題となりました。これまでに報告

された症例のうち、日本アレルギー学会に設けられた「化粧

品中のタンパク加水分解物の安全性に関する特別委員会報

告」によると2013年 5月現在、診断基準に基づいて医師

により確実例と診断されたのは、1,435件にものぼりました。

●ワクチン（予防接種）については、P77を参照ください。

●加水分解小麦を含む石鹸により引き起こされる小麦アレルギーのように、食べること以外の目的で使われた食物アレルゲンが、

アレルギーの原因になる場合もあります。



ひやりはっと❽ 抗原特異的 IgE抗体価が低いから、
いいかなと思って試してみたら…

　抗原特異的 IgE 抗体の検査で抗体価

が一番低いのが一番安全という認識は

誤りです。また、食物経口負荷試験を自

己判断により家庭で行うことは大変危険

です。アレルギー専門の医師に相談し食

物経口負荷試験の計画を立ててもらいま

しょう。

抗原特異的 IgE 抗体価が
低くても、食物経口負荷試験で
確認してもらいましょう。

臨床的交差反応性

　エビとカニのように種が

近いと、それぞれが作るタ

ンパク質もよく似ています

から、エビのアレルゲンの

トロポミオシンに対してで

きた IgE�抗体がカニに反応

する場合があります。こうし

た場合、エビとカニのトロ

ポミオシンには交差抗原性

があるといいます。

　また、口腔アレルギー症

候群（P8 参照）は、シラ

カバ花粉とリンゴなどバラ

科の果物、スギ花粉とトマ

トといった組み合わせの交

差抗原性が原因で発症する

と考えられています。

　右表は臨床的にみた交差

反応性の報告から引用した

ものです。食事指導の参考

にはなりますが、除去が必

要であるのかどうかは食物

経口負荷試験により決定し

ます。

以下の食物などにアレルギーがあると 以下の食物などのどれかに 反応する危険率は

豆類 他の
豆類 5％

木の実 他の
木の実 37％

魚類 他の
魚類 50％

甲殻類 他の
甲殻類 75％

穀類 他の
穀類 20％

牛乳

牛肉 10％

山羊乳 92％

馬乳 4％

花粉 果物・
野菜 55％

モモ
他の
バラ科の
果物

55％

メロン 他の
果物 92％

ラテックス 果物 35％

果物 ラテックス 11％

出典：Sicherer�SH,らのデータを引用
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