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「
『小児のアレルギー疾患 保健指導の手引き』に基づく実践のために」
作成の目的
■アレルギー疾患対策基本法を具体的な施策に展開
アレルギー疾患は今や国民の 2 人に 1 人が罹患する〝国民病〟といわれる。その症状も軽い花
粉症から命にかかわる喘息、食物アレルギーなどまで幅広い。アレルギー医療の均霑化と患者の
生活の質の維持・向上をテーマに掲げた「アレルギー疾患対策基本法」が平成 26 年 6 月に成
立、翌年 12 月に施行された。同基本法に基づき厚生労働省に設置されたアレルギー疾患対策
推進協議会は平成 29 年 3 月、施策を具体化した「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的
な指針」をとりまとめた。同指針には協議会委員を務めた当会代表などの提案が反映され「市町
村保健センター等で実施する乳幼児健診等で適切な保健指導を行う」（要旨）ことが新たな視点
として盛り込まれた。
わが子の湿疹を「アトピー性皮膚炎か食物アレルギーか」と悩む母親は多い。これまでに当会と
連携してきた保健師の多くも「乳児期の湿疹の相談を受けることが多い」と指摘する。子どものア
レルギーは乳児湿疹から始まり、いわゆる「アレルギーマーチ」をたどることも多い。一方、きめ細か
な泡で体を洗い適切に保湿剤や軟膏を塗布する「スキンケア」を行うことで、アレルギー発症がハ
イリスクな乳幼児でもアトピー性皮膚炎の発症を 3 割以上減らせるとする高い信頼度（エビデン
ス）の研究が日本の国立成育医療研究センターから発信されている。この研究はアレルギー領域
では世界で最もレベルが高いとされる米国のアレルギー臨床免疫学会誌に原著論文として掲載
された。アレルギーの発症予防に寄与することが期待されている。
厚生労働省は平成 30 年度に厚生労働行政推進調査事業費補助金（厚生労働科学特別研
究事業）研究「アレルギー疾患に対する保健指導マニュアル開発の研究」（研究代表者：足立雄
一・富山大学大学院医学薬学研究部小児発達学教授）を立ち上げ、「アレルギー疾患対策にお
ける公衆衛生の現状調査を行い、これまでに得られている研究成果等を集約し、アレルギー疾患
の災害時対応や、発症予防・重症化予防のためのより良質な保健指導等を行うための、マニュア
ルの作成を目的とする」とした。その成果は『小児のアレルギー疾患 保健指導の手引き』として平
成 30 年度末に全国の市町村に配布された。
本冊子は、平成 31・令和元年度の（独）福祉医療機構社会福祉振興助成事業「アレルギー疾
患『保健指導マニュアル』を活用・定着させるモデル事業」（11 会場で 16 回実施、702 人が参
加）で行った自治体保健師などの研修内容をもとに、『保健指導の手引き』を活用するための基礎
となる病態理解を深め、実践を支援する目的で作成された。『保健指導の手引き』が活用され、
「アレルギーではないか」と不安を抱える母子に適切な保健指導が行われ、健やかな子の成長を
後押しすることが期待されている。
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小児のアレルギー疾患における保健指導の実践
〜 アレルギー疾患の発症リスクの軽減と重症化予防〜
国立研究開発法人
国立成育医療研究センターアレルギーセンター
総合アレルギー科医長 福家辰樹
※本テキストの内容は、令和元年 12 月 10 日（火）に広島県東部保健所と行った「小児のアレルギー疾
患保健指導者育成研修会」での講演を加筆したものです

（注）図表の右下に「予防 Q１」などとあるのは『小児のアレルギー疾患 保健指導の手引き』の同項に
関連していることを指します
【福家辰樹（ふくいえ・たつき）先生】
国立研究開発法人国立成育医療研究センターアレルギーセンター・総合アレルギー科医長。浜松医科大学卒、医学博士。国立成
育医療研究センターアレルギー科専門修練医、浜松医科大学小児科助教、同講師などを経て現職。日本小児科学会指導医、日本ア
レルギー学会指導医。『小児のアレルギー疾患 保健指導の手引き』分担執筆者

１．はじめに
・発症予防や治療への貢献が期待される
・『小児のアレルギー疾患 保健指導の手引き』を活用する

〇発症予防や治療への貢献に期待
アレルギー疾患は乳幼児期に発症することが多
いので、この時期に関わる医師、健診や赤ちゃん
訪問に従事する保健師や栄養士、助産師なども最
新で質の高いエビデンス、つまり科学的に適切な
情報を指導に入れ、適切にアップデートしていく
責務があります。
正しい「保健指導」を行うことでアレルギーの
発症予防や治療に貢献できることが期待できる時
代になりました。アレルギーの発症予防について
は、一昔前と 180 度考え方が変わり、今まで「良
かれ」と思ってやっていたことが、かえってアレ

「手引き」は代表的な小児のアレルギー疾患であ

ルギーの子どもを増やしてしまった可能性さえ指

るアトピー性皮膚炎、食物アレルギー、喘息に加

摘されています。従って「保健指導」に携わる専

えて、保健師など専門職の方々が、「保健指導」

門職は、病態を正しく理解し、健診の際の観察や

の本領を発揮できる発症予防の取り組みについて、

指導のポイントを知っている必要があります。

分かりやすく Q&A で記載しています。
「手引き」
の巻末には「保健指導」に活用できるリーフレッ
トも添付されています。

〇『小児のアレルギー疾患 保健指導の手引き』

「手引き」は「アレルギーポータル」という厚生

の活用

労働省と日本アレルギー学会が共同で運用してい

平成 31 年 3 月に『小児のアレルギー疾患 保健
１）

指導の手引き』（以下「手引き」） が厚生労働科

るサイトでダウンロードすることができるので活

学研究特別研究班によって作成されました。

用していただきたいと思います。
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２．アレルギーの発症予防
・発症予防の取り組みは新生児から始めることができる
・妊娠中、授乳中に食物を除去しても食物アレルギーの発症は予防できない
・食物摂取を遅らせることは、かえって食物アレルギーを発症させやすくする
・発症予防のために完全母乳に過度にこだわる必要はない
・厳しい食物除去をした母親から生まれた子でむしろ喘息の発症率が高まるとの報告も
・アレルギー反応を抑える「経口免疫寛容」
・乳児期のアトピー性皮膚炎や痒い湿疹が食物アレルギー発症のリスクとなる
・正常な皮膚バリアは身の回りにある見えない食べ物もはね返す
・皮膚炎を治すことは「アレルギーマーチ」の予防になることが期待される
・「やったほうが良い」と言うにはまだ検証が必要なマイクロバイオーム
・紫外線暴露量が多いほどアトピー性皮膚炎の発症が少ない（過度の日焼けはよくない）

〇親の不安に理由を含め正しく説明する
離乳食をいつから始めるか、お母さんたちは迷
っているようです。インターネットを見ると「妊
娠、授乳中はアレルギーを起こしやすい食品は食
べないでおこう」「離乳食は念のため遅く始めた
ほうがいい」「食物アレルギーは完全除去が早く
治す鉄則」「乳児のアトピー性皮膚炎は自然に治
ることもある。ステロイド外用薬は怖いからやめ
ておこう」などという書き込みがいまも見られま
す。専門職の方々は、これらの親の不安について、
正しく理由も含めてきちんと説明できなければな

紹介します。生後 1 カ月くらいから頭や顔に痒み

りません。

を伴うジュクジュクした湿疹ができ、腕や足の関
節に広がっていきました。生後 2 カ月頃、ワクチ
ン接種のために小児科を受診したところ、医師か
ら「授乳中だから、こういう場合は卵や乳をお母
さんが食べるのを止めたほうがいい」と言われて
しまいました。湿疹はさらに悪化して 3 カ月くら
いに皮膚科を受診し、ステロイド外用薬を処方さ
れて少し塗ってみました。しかしその頃には既に
強い炎症になっているのでそれでは治らない、そ
して当科を受診したケースです。血液検査をした
ところ多種類の食物アレルゲンが陽性でした。お
母さんがもしステロイド外用薬を何も指導されず

国立成育医療研究センターを受診した重症の乳

に渡されていると、「湿疹はやはり食物が原因だ

児アトピー性皮膚炎の患者さん、最も典型的な例を

った」と思ってしまい、もう怖くてステロイドは
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使えません。専門職の皆さんがこのようなお子さ

る赤ちゃんのアレルギーの発症の予防には効果が

んを目の当たりにし相談された時に、どうアドバ

ないことが明確に証明されています。

イスするのか、考えていただきたいと思います。
〇厳しい除去をした母親から生まれた子は喘息
の発症率が高い

〇妊娠中、授乳中に食物を除去しても発症は予防
できない
「やはり私が妊娠、授乳中に、アレルギーになり

にお母さんが食事を制限し、授乳中に除去しても、

やすい卵やピーナッツを除去したほうが、赤ちゃ

1 歳くらいの卵アレルギー、牛乳アレルギーの発

んのアレルギーを予防できますよね」などと聞か

症を予防できず、赤ちゃんのアトピー性皮膚炎の

れることがあります。この質問は、20～30 年前

発症予防にも効果はないことが分かっています。

に言われた話題で、世界中で研究されました。詳

それどころか、20～30 年前に一生懸命に食物を

しい臨床研究も行われ、例えばお母さんに除去し

除去したお母さんから生まれた赤ちゃん、もう 20

てもらうとどうなるか、逆に普通に食べてもらう

～30 歳くらいになっていますが、その人たちを調

とどうなるか、そうした研究が行われました。医

査した報告によると、厳しい除去をしていた母親

最も高いエビデンスが示しているのは、妊娠中

師の中には「やめたほうがいい」と最初から決め
付ける人もいました。ただこうした「専門家の意
見」は、エビデンス（科学的根拠）レベルでは最
も低いものです。最も高いエビデンスレベルは
RCT（randomized controlled trial）の「メタ解
析」という非常に精度が高い検討をされた結果で
す。エビデンスに基づく医療において国際的に最
高水準であると認められている「コクラン・レビュ
２）

ー」 では、お母さんが妊娠中や授乳中にアレル
ギーになりやすい食物を除去しても、産まれてく
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から生まれた子は、除去をしていない母親から生

「この敵にはすぐに反応してやっつけたほうがい

まれた子に比べ、成長した段階で 4 倍も多く喘息

い」と、IgE という〝アンテナ〟ができました。

を発症していました。妊娠中に食物除去をするの

さて、生体内の反応には何らかの意味があると

はよくないし、母親だけでなくお子さんも栄養障

言われます。実は、後述するアナフィラキシーを

害を起こしてしまうことが知られていますので、

起こせない生物は自然淘汰されるという話があり

WHO（世界保健機関）も妊娠中、授乳中の母親の

ます。アナフィラキシーを起こせないと種を残せ

食物除去はしてはならないとしています。妊娠中、

ない。では私達にとってそれはどんな役割を果た

授乳中の母親は、食物制限をしないでバランスの

してきたのか。例えば、毒ヘビに咬まれると哺乳

よい食事をとることが大切です。

類はアナフィラキシー様の反応を起こします。そ
のときアレルギー細胞である肥満細胞は毒を分解
する酵素を放出し処理します。咬まれた当の本人
は全身真っ赤になって仮死状態となるため、敵で
ある毒ヘビはその場を立ち去りますが、数時間す
るとムクっと起きて何事も無かった様に生きなが
らえるのです。もちろん危険な症状ですが、アナ
フィラキシーを起こせず毒でやられてしまうより
も、生存確率が上がるというわけです。
〇皮膚炎や喘息などの炎症がアレルギーのリスク
ところが今はそんな敵はいません。家庭に潜む蛋

〇乳児期のアトピー性皮膚炎や痒い湿疹が食物

白成分がそれにとって代わっています。その蛋白成

アレルギー発症のリスク

分は、日本では卵、海外ではピーナッツ、牛乳、小

食物アレルギーの原因、仕組みはだいぶ分かっ

麦などの食べ物が多く、それらはダニやカビ、スギ

てきました。典型的には、乳児期にアトピー性皮

花粉よりも桁違いに多いことが分かっています。つ
まり、外の世界にさらされた部分に、皮膚炎や喘息、
鼻炎などの炎症があると、アレルギーのリスクにな
ることが最近分かってきたのです。
〇アレルギー反応を抑える「経口免疫寛容」
一方で食べ物として症状もなく口から取り込ま
れた場合には、有益な栄養としてアレルギー反応
を抑える「経口免疫寛容」が誘導されることも知

膚炎や痒い湿疹のあることがリスクになります。
湿疹がある肌の表面には炎症があり、その下には
アレルギーの細胞が集まっています。赤ちゃんが
肌を掻くと皮膚の表面が壊れ、刺激の約 10 時間
後には「樹状細胞」というアレルギー細胞の〝偵
察隊〟が集まり「樹状突起」という長い手を皮膚
の外側に伸ばして、そこにある異物を捕まえます。
かつては害虫などの敵に対する仕組みとして働き、
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〇皮膚炎を治すことが「アレルギーマーチ」の予

られています。私たちの身の回りにある家の埃の
中には、目には見えませんが食べ物の分子がたく

防になる

さん含まれています。海外の研究は、家の中の埃

乳児期のアトピー性皮膚炎を治すことは「アレ

に含まれる食べ物の濃度は、その家族の消費に応

ルギーマーチ」を予防することすら想定されてい

じて濃くなり、濃度が濃い家に住む赤ちゃんの食

ます。「アレルギーマーチ」という概念は、アト

物アレルギー、例えばピーナッツの消費量が多け

ピー素因のある人に、アレルギー疾患が次から次

ればピーナッツアレルギーになりやすいことを示

へと発症していく様子を例えたもので、典型的に

しています。食べ物の成分はリビングルームで食

は乳児期に湿疹があり、
食物アレルギーがあって、

べているだけなのに、ベビーベッドでも検出され
ます。一方、離乳食としてピーナッツを食べてい
る子には、この法則が当てはまらないことも分か
っています。
〇正常な皮膚バリアは身の回りにある見えない
食べ物もはね返す
皮膚は赤ちゃんの体で最も大きい臓器です。大
きい臓器というと肝臓や肺というイメージがあり
ますが、実は皮膚は大きな臓器です。外界と最も
頻繁に接する部分で、つるつるな肌、正常なバリ
アなら、身の回りに見えない食べ物が潜んでいて

その後、1、
2 歳でダニやスギが検査で陽性になり、

もはね返しますが、かき壊し乾燥しているバリア

気管支喘息や鼻炎になる、このように一人の人の

では食べ物の分子が通過してしまい、アレルギー

アレルギー疾患が次から次へと変わっていく、そ

の仕組みを作るもととなります。つまり食物アレ

の様子をマーチ（行進）に例えた概念です。そし

ルギーの最大の発症要因は、乳児期のアトピー性

てこのマーチの初めに乳児期の痒い湿疹がありま
す。従って予防の取り組みもここから始まるので、
この時期の子どもたちに健診などでかかわる保健
師、栄養士などの役割は非常に大きいわけです。

皮膚炎であることが分かってきました。近年では、
乳児期の湿疹をしっかりと治療することが、アレ
ルギーを発症する仕組みやアトピー性皮膚炎の発
症予防につながることが期待されています。
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〇予防の取り組みは新生児から始めることがで
きる
さらに予防は、もっと早い時期、新生児から始
められることも分かっています。出生直後から毎
日、赤ちゃんをしっかりとせっけんの泡で洗い、
1 日 2 回、赤ちゃん用の保湿クリームを塗ること
で、アトピー性皮膚炎の発症が減ることが知られ
ています。ランダム化比較試験という非常に高い
エビデンスレベルで調査された研究です。この研
究の対象者はアレルギーがハイリスクの家系で、
アトピー性皮膚炎になりやすい子どもたちでした。
アレルギーが心配な家庭や乾燥肌の体質がありそ

〇「やったほうが良い」とは言えないマイクロバ

うな赤ちゃんには、赤ちゃんからの保湿、スキン

イオーム

ケアをぜひ実践してあげていただきたいと思いま

「マイクロバイオーム」（細菌叢）が話題になっ

す。

ています。乳酸菌やビタミン D を摂取することで

成育医療研究センターの産婦人科では、産まれ

アレルギーの発症を予防できるのではないかとい

た赤ちゃん全員に助産師が保湿指導をしており、

う話です。妊娠や授乳中に赤ちゃんがプロバイオ

みな肌がつるつるです。乳児期のアトピー性皮膚

ティクスを摂取する、ヨーグルトでもいいと思い
ます。これらを摂取することで子どものアトピー
性皮膚炎の発症を予防できるかもしれないという
可能性が報告されています。ただ全ての方に推奨
できるほどの根拠はありません。

炎を長引かせてしまうことでアレルギー体質が進
むことが、近年さまざまなエビデンスレベルの高
い臨床研究によって分かってきました。痒い湿疹
やアトピー性皮膚炎は積極的に治すことが非常に
大切です。まとめると、「肌に炎症があるとアレ

この点についても非常にエビデンスレベルが高い

ルギー疾患になりやすい」、逆に「つるつるのお

メタ解析を行うと、「お母さんが食べた」「赤ち

肌の子はアレルギー疾患になりにくい」というこ

ゃんが食べた」など様々な研究がありますが、
「あ

とになります。

る程度の効果があるのではないか」とされている
のは、お母さんが妊娠中、授乳中に食べ、赤ちゃ
ん自身も乳酸菌プロバイオティクスを摂っている
場合には、ある程度の効果があるかもしれないと
いうレベルで、「やったほうが良い」とは言えま
せん。
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また古くからビタミン D を摂った方がアレル

です。理由としては、人が作る天然保湿成分は紫

ギーの発症を予防できるのではないかといわれて

外線に当たることで活性化し、日光による抗菌作

いますが、実はこれにも様々な研究があり見解は

用が活発化します。ただやたら浴びればいいかと

一定していません。現時点ではビタミン D の摂取

言えば、シミ、そばかすとの関係、高齢になった

によりアレルギーの発症を予防出来るとは言えま

後の皮膚がんのリスクもありますから、過度な日

せん。

焼けはよくありません。しかし、「アトピー性皮
膚炎にしたくないから日焼け対策をしっかりとや
っている」という方がいたら、こういう報告があ

〇紫外線の暴露量が多い赤ちゃんはアトピー性

るとご指導いただきたいと思います。

皮膚炎の発症が少ない
生後 3 カ月までに浴びた紫外線の量が少なかっ

〇卵摂取を遅らせると卵アレルギーを発症しや

た方が、多くアトピー性皮膚炎を発症していたと
いう報告があります。赤ちゃんの腕に紫外線をキ

すくなる

ャッチするモニターを付けると紫外線の暴露量が

最近、「⾷物アレルギーを予防するのなら、む

分かりますが、暴露量が多い赤ちゃんのほうが、

しろ早く食べた⽅がいいって本当ですか？」とい

アトピー性皮膚炎の発症が少ないことも分かって

う質問を受けることがあります。アトピー性皮膚

きました。

炎、かゆみを伴う乳児性湿疹も含みますが、そう
いう赤ちゃんは、離乳食で卵摂取の開始を遅らせ
どういうことか。アナフィラキシーに使う第 1

ることで卵アレルギーを発症する危険が高くなる

選択薬「エピペン®」の処方が米国では北部の州で

ことが報告されています。逆に、速やかにアトピ

多いことが 2007 年に報告されました。これを日

ー性皮膚炎の治療を開始し、肌がきれいになった

光照射に差があるからと論文では推察したのです

ら生後 6 カ月頃から卵を少量ずつ開始することで

が、日本でも緯度が高い地域の子どもでアトピー

発症予防効果があることが知られています。ただ、

性皮膚炎が発症しやすい、あるいは春夏産まれよ

やみくもに食べさせろということではありません。

りも秋冬産まれの赤ちゃんの方がアレルギー疾患

既に卵アレルギーを発症している場合があるかも

を発症しやすいことが報告されました。緯度によ

しれません。その可能性がある場合には、医師の

る違いは、オーストラリアや南米、ヨーロッパで

観察の下で開始するように勧めていただきたいと

も同じように報告されています。

思います。

〇紫外線はある程度有益だが、過度の日焼けはよ

〇発症予防のために母乳に過度にこだわる必要

くない

はない

従って、疫学的なエビデンスとしては、紫外線

母乳栄養については、様々な観点で有益性が高

はある程度、赤ちゃんの肌の健康のためには有益

いことに議論の余地はありません。ただ子どもの
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アレルギー疾患の発症予防のためという点に関し
ては、定まった見解がありません。「母乳栄養だ
けで育てた子のほうでアレルギーが少なかった」
という報告もあれば、逆に「多かった」という報
告もあります。時代によっても違うかもしれませ
んし、対象となった方々の体質的な違いがあるか
もしれません。従って、アレルギーの発症予防の
ために強く母乳が推奨されることはありません。
アレルギー疾患予防のために母乳に過度にこだわ
る必要はなく、栄養とか体重の増え、ご家庭の事
情などを踏まえ、バランスよくミルクや離乳食を
進めることが大事です。

〇食物摂取を遅らせることは、かえって発症させ
やすくする
卵についても、成育医療研究センターで、アト

〇食べている方がピーナッツアレルギーになり
にくい

ピー性皮膚炎の 4、5 カ月の赤ちゃんの調査を行

かつて「離乳食を遅くしたほうがアレルギーの

いました。離乳期にアトピー性皮膚炎があり卵を

発症予防になるのではないか」とか「アレルゲン

止めていた赤ちゃんは、1 歳の頃、38％が卵アレ

性の高いものは遅くしたほうがいいのではないか」

ルギーになっていました。ところが少しずつ卵を

といわれました。米国の小児科学会は、アレルギ

食べた赤ちゃんでは、食べなかった赤ちゃんに比

ーがハイリスクの人は 1、2 歳までは卵と牛乳を

べ 8 割も卵アレルギーの発症が減りました。アト

やめ、ピーナッツ、ナッツ類は 3 歳までは食べさ

ピー性皮膚炎の湿疹を最初にしっかり治したこと

せないことを勧告しました。英国でもピーナッツ

がポイントではありますが、ランダム化比較試験

アレルギーになるのを防ぐために「赤ちゃんの時

という非常にエビデンスレベルの高い臨床研究で、

にピーナッツは食べてはいけない」という政策を

アレルギー発症のリスクが高い、例えば乳児期に

とりました。一方で、英国と同じようなお国柄の

湿疹がある、アレルギーの家系がある場合には、

イスラエルでは、赤ちゃんが離乳食としてピーナ

アレルギーになりやすいといわれる食物の摂取を

ッツ菓子を溶かして食べさせている、しかしピー

遅らせることは、かえってアレルギーを発症しや

ナッツアレルギーは英国よりずっと少ないことも

すくすることが分かってきた、そういう時代背景

報告されました。

があります。

そこで英国の医師たちが検証のための研究を行
いました。アレルギーがハイリスクな赤ちゃん
600 人を集め、300 人ずつのチームに分かれまし
た。赤ちゃんの時に食べないグループの 300 人で
はある程度発症したのに対し、生後 4 カ月からピ
ーナッツを溶かして食べていた群では、ピーナッ
ツアレルギーの発症が少なかったと報告しました。
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〇アトピー性皮膚炎は食物アレルギーの最大の
リスク
アレルギーの発症予防についてまとめると、食
物除去や離乳食開始を遅らせることには、アレル
ギーの発症を予防する効果はありません。しかも、
遅らせ過ぎると、むしろアレルギーのリスクが高
まります。そして、妊娠、授乳中のお母さんが食
物除去をしても、お子さんの食物アレルギーの発
症予防にはなりません。アトピー性皮膚炎が、ア
レルギーの「窓」になっているので、そこをしっ
かりと治していくことが重要であることが推測さ
れています。アトピー性皮膚炎は食物アレルギー
の最大のリスクです。
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３．食物アレルギー
・食物で起こる免疫学的な機序が関係した体に良くない反応
・食物アレルギーの原因食物は年齢によって異なる特徴を示す
・IgE 抗体の検査（血液検査）で分かるのは「確率」だけ、それで診断するのは間違い
・血液検査結果が陽性でも食べられる物・量は食べて良い
・最も正確な検査は、実際に食べてみる「食物経口負荷試験」
・食べられる量を見極めるためにも「食物経口負荷試験」が重要
・「IgG4 抗体」は IgE をブロックして症状抑制に働く
・正しい診断による必要最小限の原因食物の除去が大事
・家庭では「食べられる範囲」を食べていくが、学校などでは安全管理を優先
・調味料、だし、添加物は医師の指示がなければ除去する必要はない
・複数の臓器に同時、急激に症状が出現するアナフィラキシー
・喘息やアトピー性皮膚炎の増悪時に重なると症状は重篤になる
・致死のリスクはアドレナリン投与の遅れと治療が不十分な喘息
・アナフィラキシー症状で 10 人に１人は「ショック」まで進む
・アナフィラキシーでは病院に着く前の適切な対応が求められる
・「食物アレルギー 緊急時対応マニュアル」を活用する
・「緊急性が高い症状」がひとつでもあれば「エピペン®」を使用する
・「エピペン®」はアナフィラキシーのすべての症状を緩和する
・ショック時には気道を確保し、体位を変化させない

食物アレルギーは、食べ物によって起こる体に

〇食物で起こる免疫学的機序が関係した体に良
くない反応

良くない反応のうち、免疫学的機序が関係してい

食物アレルギーでは様々な症状が起こります。

る反応です。食べ物によって起こる体に良くない

最も多いのは蕁麻疹で蚊に刺されたような盛り上

反応には、免疫学的機序が関与していない反応も

がる皮疹が現れます。重症化するとアナフィラキ

あります。多くは乳糖不耐症に代表される食物不

シーとなって顔全体がパンパンに腫れる、咳が出

耐症ですが、物質自体がアレルギー様の症状を起

てゼーゼーヒューヒュー、呼吸が苦しいなどと訴

こす生理活性物質による反応のこともあります。

えます。命にかかわる症状も起こります。後に説

すべてを覚える必要はありませんが、代表的な
「シ

明する状態では「エピペン®」の適用となります。

ュウ酸カルシウム針状結晶」ではヤマイモをする
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食物アレルギーの原因食物は年齢によっても異
なります。卵、牛乳、小麦で多くを占めることが
知られていますが、その他にピーナッツ、果物、
魚卵、甲殻類、ナッツ類、そばなどがあります。
最近では幼児で「いくら」、ナッツ類のアレルギ
ーが増えていることが報告されています。年齢に
よって頻度が異なり、ゼロ歳、１歳では卵、牛乳、
小麦が主な原因食物ですが、小学生になると様相
が変わり、卵が減る代わりに甲殻類や果物などが
増えてくるといった年齢による特徴があります。
〇食物アレルギーは様々な症状が起こる

と手がかぶれて痒くなります。ヤマイモにはトゲ
トゲした繊維があり、それが赤くかぶらせます。

食物アレルギーの症状は様々な臓器に起こりま

赤ちゃんがこの繊維を含む物を食べて顔が赤くな

す。口の中が痒くなり、鼻がむずむずして目がか

ったのを「アレルギーではないか」と思ってしま

ゆくなる。皮膚の症状では痒くなり、蕁麻疹が出

う。しかしこれは仮性アレルギーといい、アレル

て赤く腫れる。お腹が痛くなって気持ち悪くなる。

ギーではない状態です。

少し時間がたって下痢になる。呼吸器の症状では

栄養士には周知のことと思われますが、生理活

声がかすれて咳が出る。次第にゼーゼーヒューヒ

性物質の代表にヒスタミンがあります。青魚には

ューして呼吸が苦しくなる。さらに進んで意識が

ヒスチジンが多く、酵素分解されるとヒスタミン

ない、ぐったりしてしまう血圧が下がった症状、

に変わります。青魚はすぐ古くなります。鮮度の

ショック状態に陥ることもあります。

落ちた青魚を食べて蕁麻疹が出た、それは青魚ア
〇アナフィラキシー症状で 10 人に１人は「ショ

レルギーではなくヒスタミン中毒であり、ヒスタ
ミンによる仮性アレルギーということになります。

ック」まで進む

また野菜、特にトマトには生理活性物質のアセチ

これらの症状は同じ頻度で出るわけではなく、
皮膚の症状は９割以上の人に起こります。「アレ

ルコリンが多くかぶれることがあります。

ルギー症状はほぼ皮膚の症状を伴う」と考えて良
いと思います。ただ注意が必要なのは、１割くら

〇食物アレルギーの原因食物は年齢によって異

いで、皮膚の症状がなく、いきなりアレルギー症

なる

状がでることもあります。呼吸器症状は３分の１
くらいに出る。そして注意が必要なのが 1 割くら
いはショックを伴うことです。アナフィラキシー
になった場合、10 人に１人はアナフィラキシーシ
ョックまで症状が進みます。
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〇症状の変化をしっかりと観察する
時間経過では、原因が食べ物なので、ある程度
時間が経過すると消えていく、症状もなくなって
いきます。注意が必要なのは、症状が軽く済むの
か、それともまあまあ強いのか。いきなりアナフ
ィラキシーショックなのか、これは最初の時点で
予測することができません。従って時間経過の中
で症状の変化をしっかりと観察することが重要で
す。
〇複数の臓器に同時、急激に症状が出現するアナ
フィラキシー

〇症状の種類と時間経過には特徴がある
症状の種類と時間経過には特徴があります。食
べ物が入る侵入経路はふたつあります。ひとつは
付着した口腔粘膜から吸収される経路です。鏡の
前で舌を上げると、太い血管がたくさん走ってい
るのが見えます。消化されていない食べ物のタン
パクがそのまま吸収されます。そうすると、分布
としては首から上なので、首から上に症状が出ま
す。口が痒くなり鼻がむずむずする、目も痒くな
る。ただこれらの症状では命の危険に直結するわ
けではありません。
その後、食道を通ると時間経過が変わってきま
す。胃の中で食べ物は胃酸で壊れ、腸では消化酵
素で壊れ、吸収されて肝臓で解毒される。それか
ら心臓に通って全身に回るので、例えば「食べた
直後に右手に蕁麻疹がでた」などというケースは
食物アレルギーではないかもしれません。このよ
うに時間経過を聞くことも非常に重要です。

アナフィラキシー症状の写真を示します。顔全
体がパンパンに腫れ、酸素も使用しています。ア
ナフィラキシーは、アレルギー症状が複数の臓器
に同時、急激に出現した状態です。ショックを伴
う症状では、適切に対応しないと命に関わること
もあります。なんの症状も伴わず、いきなりショ
ック症状が起きるケースもゼロではないので注意
が必要です。
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〇すべての食品が致死的な症状を起こすわけで

ただアナフィラキシーショックになる前に症状
の進行を食い止めることも可能です。例えば過去

はない

に食物アレルギーでアナフィラキシーを起こした

すべての食品が致死的なアナフィラキシーを起

ことがあるお子さんについては、緊急時の対応に

こすわけではないことも分かっています。世界的

ついて施設の人や保護者としっかりと打ち合わせ

にはピーナッツなどナッツ類による死亡例が多く、

して、直ちに対応できるように取り決めておくこ

牛乳が並びます。先ほどのイスラエルでは、ピー

とが重要です。

ナッツではなく牛乳アレルギーの致死例が多く、
牛乳が最も危険なアレルゲンと報告されています。
卵による致死例は少ないようです。食物アレルギ

〇喘息やアトピー性皮膚炎の増悪時に重なると

ーの頻度として卵は多いけれども致死例の報告は

症状は重篤になる

少ない、種類によって傾向がありまます。

危険なアナフィラキシーショックは、起こしや
すいリスクがあります。病歴、つまりアナフィラ
キシーショックを起こしたという既往がある、微

〇致死のリスクはアドレナリン投与の遅れと治

量で症状が出る人です。こういう人がたくさん食

療が不十分な喘息

べてしまったら強い症状が出るかもしれないとい

喘息に関する米国、英国のデータがあります。

う量の問題もあります。食物の種類もリスクとな

ナッツ類のアレルギーで致死的になるリスクは、

り、牛乳、小麦、ピーナッツ、そばなどは重篤な

アドレナリン投与のタイミングの遅れと、治療が

症状を起こします。そして、とても大事なのが、

不十分な喘息という報告です。実際の臨床でも呼

基礎疾患に喘息があり、喘息やアトピー性皮膚炎

吸機能、肺活量を評価して吸入ステロイドを含め

の増悪時に重なっていることも重篤な症状を誘発

た適切な喘息の管理を行うと、それまで食物アレ

しやすいリスクです。

ルギーの負荷試験で強い症状が出ていたのに軽く

- 14 -

〇「IgG4 抗体」は IgE をブロックして症状抑制に

済んだということをよく経験します。食物アレル

働く

ギーでは喘息コントロールが非常に重要です。

スギの舌下免疫療法をご存知だと思います。タ
ブレットにしたスギ花粉を毎日なめていると免疫

〇暴露、感作（かんさ）、再暴露の３段階を経て
症状が出現

が付いてスギ花粉症が治っていく、症状が緩和す

食物アレルギーの症状出現までのステップを示

る治療法です。機序の１つとして、スギの花粉を

します。３段階あり、まずアレルゲンがあり、そ

なめていると、スギの IgG4 抗体が出てきます。

れをアレルギーとして覚える感作（かんさ）が起

IgG4 抗体は IgE をブロックするブロッキング抗

き、IgE 抗体ができる。次に再びアレルゲンに暴

体としてアレルギー症状を抑制します。ところが

露されるとアレルギー症状が起こることはよく知

食物アレルギーでは IgE しか検査できません。そ

られています。

の結果だけをみて除去してしまっては本末転倒で
す。こうしたスイッチが実は他にも沢山あります。

一方で、原因となるアレルゲンがあってもアレ

こういうバランスに基づいて初めて症状が出るに

ルギーの症状が出ないケースを考えてみます。

もかかわらず、血液検査結果だけで、「木を見て
森を見ず」ではありせんが、除去してしまうケー
スが後を絶ちません。それは、むしろ逆効果であ
ることが分かると思います。
〇最も正確な検査は、実際に食べてみる「食物経
口負荷試験」
食物アレルギーの最も正確な検査は、「実際に
食べてみて症状が出るかどうか」を調べる食物経
口負荷試験です。ただ食物経口負荷試験はけっこ
う大変です。患者も 1 日取られる、保護者は仕事
アレルギーの原因が飛んできたがアレルギーとし

を休まなければいけない、医師も 1 日取られる、

て覚えないケースではもちろんアレルギー症状は

どこの病院でも、何時でも行っているわけではな

出ません。アレルギーの原因が飛んできてアレル

い。そうした事情もあって血液検査が優先されが

ギーとして覚えた、しかし再びそれを浴びても症

ちです。ただ血液検査や皮膚検査の結果はあくま

状が出ないケースもあります。ここではどのよう

で目安にすぎません。簡単だからといってこれだ

な仕組みが働いているのでしょうか。

けで診断はできません。
血液検査だけで診断するとどうなるか、事例を
示します。生後２カ月から湿疹があり、７カ月の

〇代表的な〝役者〟は「肥満細胞」
（マスト細胞）
と IgE 抗体
アレルギーの代表的な〝役者〟は「肥満細胞」
（マスト細胞）といい、アレルギー物質、かゆみ
物質をため込んでいます。次に「Ｙ」字のアンテ
ナのような IgE 抗体があり、埃アレルギーの人は
埃の中にいるダニ用のアンテナを持ち、卵アレル
ギーの人は卵用のアンテナを持っています。この
IgE 抗体が「肥満細胞」に付くとシグナルを伝達
してアレルギー物質のヒスタミンやロイコトリエ
ンを放出し、アレルギー症状が誘発されます。
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時に「卵がゆ」を食べて顔が赤くなり、呼吸がゼ

割合も高いのですが、先に説明したように、もと

ーゼーして大変だったということで、血液検査を

もとアレルゲンの形は皮膚などで覚えた形である

行い、その後、成育医療研究センターに紹介受診

ことを忘れないでください。食物は消化されると

されました。血液検査結果を見ると卵白、オボム

壊れます。例えば少量を食べてすべて分解されれ

コイド（加熱した卵白）が 100 と出ていました。

ば、IgE 抗体はアレルゲンと認識せず「肥満細胞」

「測定値」はゼロから 100 まで調べることができ

も反応しません。赤ちゃんは消化能力が高くあり

ます。「クラス」はレベルを表す指数でゼロから

ませんが、小学校の高学年になってくると消化能

６まであり、６は最大値です。これだけ見ると卵

力も大人並みになり、細かく分解されて IgE 抗体

アレルギーということになります。

と結合できなくなります。反応がなくて「大丈夫
だった」という指令が入ると、免疫が付き、IgG4
抗体もブロックしますので、もう少し食べられる

〇血液検査結果が陽性でも食べられる物・量は食
べて良い

ようになります。その繰り返しで食物アレルギー

ところがこのお母さんが悩んでいたのは牛乳が

は治っていく仕組みがあります。

38.8、小麦が 15 と高いことでした。米や大豆は
食べているのに陽性になっている。「これも除去
しなければいけないのか」と悩んでいました。こ
の検査結果をみて医師は異なる指導をします。例
えば「ミルクや小麦が高いからやめといたほうが
いいと思うけど、米とか大豆はいいのではないか」
という医師もいるし、「やはり食物アレルギーは
完全除去。安全を考えると絶対それが鉄則だ」と
いう医師もいる。実はこの赤ちゃんはミルクも小
麦も食べたことがありませんでした。そうすると
牛乳、小麦に関しては食べてみないと分からない
〇血液検査だけで診断するのは間違い

のが実情です。検査値だけでなく食べてどうかと

米や大豆は食べられているのに陽性になるのは

いう問診が必要です。米と大豆は普通に食べられ

なぜか。これは、検査は試験管の中で生の米や大

ているので大丈夫です。

豆の試薬を使って反応させていることで起きてい
〇IgE 抗体の検査結果は「確率」を見ているだけ

ます。我々は生の米は食べず精米し研いで炊いて

血液検査でいう特異的 IgE 抗体は、「プロバビ

食べています。生の米で反応させた結果を見て陽

リティ」といって少し専門的な表現になりますが、

性と判断することに意味はありません。このよう

確率を見ているだけです。値が高ければ反応する

に特異的 IgE 抗体検査は、「偽陽性」を示すこと
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が多いので注意が必要です。従って「血液検査を

ーが起きたら、卵、牛乳、小麦のどれが原因なの

して診断してもらってください」とか、「学校生

かを調べる時に行う場合があります。もうひとつ

活管理指導表に血液検査の結果を添付してくださ

は治っているかどうかを診断するためです。赤ち

い」などという必要ありません。特に既に食べら

ゃんの時に症状があったけれども、幼稚園に入る

れているものを除去するのは間違いです。

前に治ったかどうかを確認したいなどというケー

即時型食物アレルギーの診断のまとめは、血液

スです。そして最も重要で小児アレルギーの専門

検査だけで診断してはいけません。食べて症状が

施設で行っている負荷試験の目的の多くは、「症

あった、もしくは食べたことがなければ食物経口

状が出ることは分かっているのだけれども、どれ

負荷試験で陽性、この二つが伴って初めて食物ア

くらいの量なら安全に症状なく摂取できるかを評

レルギーと診断します。

価するための負荷試験」です。「食物アレルギー
診療ガイドライン」では、少量、中等量、日常摂
取量の３段階で食物負荷試験を実施し、食べられ
る範囲、摂取可能量を見極め、それに応じた栄養
食事指導につなげていくことにしています。もし
少量で陽性となる場合は重症とされ「完全除去」
とされます。ただ完全除去は確かに症状の誘発リ
スクを抑えてくれるのですが、アレルギーの体質
を増強させてしまうかもしれない「もろ刃の剣」
です。このように少量負荷試験で陽性の場合、ま
た複数の食物アレルギーがあって除去をしている
ケースは専門の医療機関を受診して適切な診療を

〇食べられる量を見極める「食物経口負荷試験」
が重要

受ける必要がありますので、そのように勧めてい
ただきたいと思います。

食物経口負荷試験は、疑わしい食物もしくは原
因の食物を食べて、どんな症状が、どの時点で出

〇正しい診断による必要最小限の原因食物の除

るのか、または症状が出ないのかを調べます。例

去が大事

えば「３回法」であれば、３回に分けて 30 分な

食物アレルギーのお子さんが日々をどう過ごす

いしは１時間くらい間を空けて食べてもらいます。

か。食物アレルギーの管理では、「正しい診断に

食物経口負荷試験を行う目的は三つあります。ひ

よる必要最小限の原因食物の除去」が大事です。
「正しい診断」は食物経口負荷試験に基づいた診
断です。また「必要最小限の除去」にはふたつ意
味があります。ひとつは、特定のナッツアレルギ

とつは、原因の食べ物を確定するためです。例え
ば赤ちゃんがマドレーヌを食べてアナフィラキシ
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ーなのに、不必要にすべてのナッツ類を除去して
いるようなケースです。このような「種類として
の必要最小限」があります。もうひとつは、ある
食品を食べるとアナフィラキシーが起きる、たく
さんの量を食べると出るけれども、少ない量だっ
たら食べられるという「量としての必要最小限」
の意味があります。
〇除去している食材の栄養素は補完する必要が
ある
食物アレルギーは栄養障害のリスクとなるので、
除去した食材の栄養素を補完する必要があります。

るけれども、負荷試験の結果から２グラムなら安
全に摂取することができることが分かれば、２グ
ラム相当までを食べてもらうことを指導します。
完全除去からこのような食品のバリエーションが
できると、子どもにとって食生活が広がり栄養的
にも補完されます。最も大きな意味は卵嫌いにな
ってしまうことを防ぐ、いざ解除をしていく時に
卵嫌いで逆に解除が進まないことを防ぐこともで
きます。これは専門病院で行うことですが、この
ような考えに基づいて指導を行います。
〇学校や保育所などでは安全管理を優先する

特に複数品目の除去を行っていると食事のバリエ
ーションが減り、十分な代替補完ができません。

ただ注意が必要なのは、学校や保育所などの施

一種類の除去でも牛乳を除去する場合はカルシウ

設で行う食物除去です。ある子はここまで、他の

ムの不足が問題になりますし、魚の完全除去では
ビタミン D が不足する、肉類だと鉄分が不足する
など、さまざまな問題が起こります。特に牛乳除
去は、低身長、骨粗しょう症のリスクが報告され
ています。極端な制限は逆効果であり成長障害を
招く危険性があります。
従って除去食を実施する時には代替食という考
え方が重要です。例えばカルシウムを大豆製品で
補うとすればカルシウム強化食品なども使用しな
がら、複数の食品を組み合わせて対応することが
必要です。専門的な知識も必要なので、栄養士に

子はここまで大丈夫というふうに、個人個人によ

協力していただければと思います。

かれと思って、きめ細やかだと思って対応すると、
逆に安全管理の面で問題となります。保育園や学
校では二者択一、食べるか食べないかの対応が原

〇家庭では「食べられる範囲」を食べていく
最近では、家庭では「必要最小限の食物除去」、

則です。施設内で重要なことは、安全性を第一に

つまり食べられる範囲は食べていく指導を行って

考えた給食提供です。個別対応はかえって対応を

います。例えば卵を１個食べると症状が誘発され

複雑化し誤食のリスクを高めます。望ましい対応
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は、個別の部分除去は行わず、原因食物を提供す

うな量の鶏卵タンパクは含まれていません。イン

るかしないかの二者択一であり、文部科学省、厚

フルエンザにおいても同様で、一部の診療所で接

生労働省もこうした対応を求めています。

種を断られる場合もありますが、アレルギーやワ
クチンを専門とする医療機関では、もちろん十分
な備えを行いますが、接種しています。インフル
エンザワクチンそのものに過敏反応を起こすとい
う方でなければ、卵アレルギーという理由だけで
接種を控える必要はないことも、ガイドラインに
記載されています。
〇アナフィラキシーでは病院に着く前の適切な
対応が求められる
アナフィラキシーで最初の症状が出るのは、ほ
とんどが２時間以内、１時間以内が多く、その中

〇調味料、だし、添加物は医師の指示がなければ

でも 30 分くらいから症状が出ています。またア

除去する必要はない
調味料、だし、添加物に関しては、食物アレル
ギーの原因食物に関連するものではありますが、
症状誘発の原因となりにくい可能性がありますの
で、医師の指示がない限り基本的に除去する必要
はありません。例えば小麦、大豆、しょうゆなど
の調味料は、成分表示に記載はありますが、醸造
の過程でアレルゲン性が失われており問題なく摂
取することが可能です。

ナフィラキシー症状が出た時には病院に着く前に
適切に対応することが求められます。子どもがい
る施設などでアナフィラキシー発症に備える意味
では、東京都が作成した「食物アレルギー 緊急時
３）

対応マニュアル」

が役立ちます。マニュアルは

平成 24 年に東京都調布市の小学校で給食での誤
食が原因で５年生の女の子がなくなる事故を受け
て東京都が作成したもので、ダウンロードするこ
とも可能です。またこのマニュアルは、東京都の
〇卵アレルギーでもワクチン接種を控える必要

許諾を得て全国の多くの自治体が「東京都」とい

はない

うロゴをそれぞれの自治体名に変えて活用してい

「アレルギーがあるのですが、予防接種は受けて

ます。

いいでしょうか？」という質問を受けることがあ
るかもしれません。ワクチンの一部に製造過程で
鶏の胚細胞を使用しているものもありますが、い
ずれの製品でも卵アレルギーの患者が反応するよ
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〇「食物アレルギー 緊急時対応マニュアル」を活

るころには回復していたとしても怒る救急隊員は

用する

いません。なぜなら 13 項目の「緊急性が高い症

「緊急時対応マニュアル」は最初の目次がフロ

状」は日本小児アレルギー学会が策定し全国で共

ーチャートになっています。「A」のページは施

通しているからです。もしアナフィラキシーを疑

設内での役割分担。あらかじめ決めておくことで

われる症状があった場合に大事なのは、「子ども

も良いし、その場で人に指示を出すことも可能で

を１人にしない」ことです。AED もそうですが、

す。一番大事なところは、「B」の緊急性の判断と

大声で人を集める、場合によっては子どもを呼び

対応、症状に緊急性があるかないかを判断し実行

に行かせることも必要です。また全ての職員が対

に移ります。「C」は「エピペン®」を打つ時、マ

応できる徹底した情報共有も大事になります。

ニュアルに沿って打つことができるようになって
います。「D」の救急要請のポイント、「E」は心

〇少なくとも 5 分ごとに症状をチェックする

肺蘇生のポイント、「F」の症状チェックシートを

目次「B」のページに「緊急性の高いアレルギー

見ながら、症状を観察することも大切です。

症状があるか、５分以内に判断する」
とあります。
短時間のうちに症状が重篤になるかもしれないの

〇「緊急性が高い症状」がひとつでもあれば「エ

で注意が必要です。13 項目の中のひとつでも症状

ピペン®」を使用

がある場合には「緊急性が高い」と判断して、
「エ

アナフィラキシー症状は悪化していく可能性が

ピペン®」を打つ、なければ直ちに救急車を要請し

あります。最初は軽い症状であったとしても、次

ます。緊急性が高い症状がなく内服薬があればそ

第に症状が強まり、13 項目の「緊急性が高い症状」

れを飲ませて観察します。定期的に少なくとも５

のひとつでもあれば「エピペン®」を打ちます。13

分ごとに症状をチェックします。「軽い症状」と

項目の症状は、やや軽い症状ですが、軽い症状で

いうのは軽度のかゆみとか数個の蕁麻疹ですけれ

も、その後にひどい症状に進む可能性があるので、

ども、これぐらいの症状であれば経過を観察して

重篤になる前に手を打つ意図で作られています。

良いかもしれませんが、後から悪くなる可能性も

仮に軽い症状で「エピペン®」を打ち、救急車に乗

あるので注意が必要です。
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