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子どもの食育を考える

食育の視点から食物アレルギーを考える
国立成育医療センター第一専門診療部アレルギー科医員
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どのさまざまなアレルギー反応が誘発される。食

はじめに

物アレルギーの発症はほとんどが乳幼児期であ

食物アレルギーをはじめ、気管支ぜん息、アト

り、離乳食を開始する５、６か月頃から発症が急

ピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎などのアレルギ

激に増加する。これは消化機能が未熟なこの時期

ー疾患は近年増加傾向にある。またその発症年齢

に離乳食として早期にタンパク質を摂取すると、

が低年齢化していることも指摘されている。これ

抗原性の高い未消化なタンパク質がそのまま吸収

らのアレルギー疾患の発症には、遺伝的なアトピ

されて感作が成立しやすいためと考えられている。

ー素因に加えて、環境要因の影響が大きい。特に

食物アレルギーを起こす食品を見てみると、年

食物アレルギーは原因物質としての食物が明らか

齢により特徴があることがわかる。表 は食物摂

である場合が多く、抗原への感作、暴露、そして

取が原因で症状が出現し医療機関受診した患者に

症状出現において、食生活が直接関与している。

ついての原因食物の調査である 。０歳から６歳

日本人の遺伝的な背景が数世代の間に大きく変化

までは鶏卵が一番多く、牛乳・乳製品がそれに次

したとは考えにくいにも関わらず、食物アレルギ

いでいる。３歳までは小麦が三番目であるが、年

ーが増加傾向にある背景には、ここ数十年の間の

長児になると甲殻類の割合が増加してくる。ここ

劇的な食生活の変化というものがあげられよう。

で１歳児の原因食物四番になっている魚卵に注目

食材自体の多様化、調理形態の選択肢の増加、食

してほしい。このほとんどが「イクラ」であり、

事形態の多様性など食生活の変化は、必ずしも好

はじめて食べて症状が出現した例が多い。しかし

ましい方向にすすんでいるとはいえず、その反省

そもそも１歳児がイクラを食べる必要があるので

から「食」についてあらためて意識を高めようと
表 ．即時型食物アレルギーの年齢別主な原因食物

いう「食育」の重要性が叫ばれるようになってき

０歳
１歳
２、
３歳 ４‑６歳 ７‑19歳 20歳以上
n＝1270 n＝699 n＝594 n＝454 n＝499 n＝366

た。本稿ではわが国の食物アレルギーの問題点に
ついて「食育」の視点から考えていきたい。

1．食物アレルギー発症の低年齢化と多様化
食物アレルギーは「原因食物を摂取した後に免
疫学的機序を介して生体にとって不利益な症状が

№1

鶏卵
62％

鶏卵
45％

鶏卵
30％

鶏卵
23％

甲殻類
16％

甲殻類
18％

№2

乳製品
20％

乳製品
16％

乳製品
20％

乳製品
19％

鶏卵
15％

小麦
15％

№3

小麦
７％

小麦
７％

小麦
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魚卵
７％
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８％

果物類
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小麦
10％

魚類
11％

№5

魚類
５％

魚卵
５％

80％

71％

惹起される現象」と定義されている 。アレルギ
ー反応が起こるためには、はじめに原因食物に対
する感作が成立する段階があり、再度食物を摂取

小計

することにより蕁麻疹、湿疹、咳、嘔吐、下痢な

89％

ピーナッツ 果物類
６％
９％
66％

61％

そば類
７％
64％

今井孝成、海老澤元宏：平成14年度厚生労働科学研究報告書 より
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レルギーを作らないという点でも重要である。

会も無かったイクラも、最近では回転寿司の普及

2．食生活の変貌によるアレルギー疾患

などにより子連れの家族が気軽に子どもにも食べ

発症の増加

させることが増えてきたことが、イクラアレルギ
ー増加の一因であろう。もう一つ注目すべき点は

近年の日本におけるアレルギー疾患の増加は、

４歳以上の原因食物として果物が増加しているこ

個々の食物に対するアレルギーの増加という側面

とである。これは、幼稚園、学校給食などではじ

だけではなく、食生活全体の変貌による影響も受

めて食べるキウイが原因になっている場合が多

けている。食生活の西洋化により、子どもの食事

い。キウイの他パパイヤ、マンゴーなどの南方系

においても米飯からパン食の割合が増加し、卵、

のフルーツやアボカドなど以前はほとんどお目に

牛乳、肉類が増加する一方で、魚・野菜摂取量の

かからなかった食材も、果物輸入の拡大やグルメ

減少が見られる。このことは食品から摂取する不

志向の高まりとともに食べる機会が増加し、それ

飽和脂肪酸の種類にも影響する。植物油に多く含

に伴ってこれらの食物に対するアレルギー発症も

まれるリノール酸などの n‑6系多価不飽和脂肪酸

増えているというのは、皮肉なことである。

は、アラキドン酸を経て、ロイコトリエン B 、

食物アレルギーの原因食品は当然のことながら

C 、E 、プロスタグランジン E などに代謝され、

それぞれの地域の食文化・食習慣を反映してい

炎症、アレルギー反応を起こす。一方で魚油、ア

る。例えばアメリカではピーナッツアレルギーは

マニ油、シソ油に多く含まれる n‑3系多価不飽和

重要な問題で患者数も多く、アナフィラキシーに

脂肪酸である α‑リノレン酸は、エイコサペンタ

よる死亡者が毎年報告されている。この背景には

エン酸（EPA）
、ドコヘキサエン酸（DHA）な

アメリカではピーナッツバターに代表される抗原

どを経てロイコトリエン A 〜E 、プロスタグラ

性の高いピーナッツの消費量が多いことがあげら

ンジン D 、E などに代謝され n‑6系多価不飽和

れる。一方で中華料理にもピーナッツはよく使用

脂肪酸と競合してその働きを抑制する。スナック

され、中国人一人当たりのピーナッツ消費量はア

菓子や加工食品の消費増加に伴って n‑6系多価不

メリカ人と変わらないという報告もあるが、中国

飽和脂肪酸摂取が増加する一方、食生活の西洋化

ではピーナッツアレルギーはほとんど問題になっ

に伴い魚類の消費が減少して n‑3系多価不飽和脂

ていない。これにはもちろん人種差や、アレルギ

肪酸の摂取が減少した結果、不飽和脂肪酸の n‑6

ー疾患数の違いもあるであろうが、調理方法によ

╱ n‑3比が増加していることが、
アレルギー炎症の

る差があるのではないかと指摘されている。つま

促進に関与しているといわれている。

り、中国人は主に、ピーナッツを煮たり、焼いた

また和食から洋食への変化や、全体としての砂

りするのに対して、アメリカ人はより高温でロー

糖摂取量の増加は、腸内細菌叢にも影響する。健

ストするためにピーナッツタンパク質が変性して

常人の腸内には様々な細菌が共存しているが、ア

アレルギー性が増加するという報告がある 。

レルギー疾患患者の腸内細菌叢は、乳酸菌、ビフ

外食志向が高まる中で、低年齢の乳幼児が日頃

ィズス菌などの乳酸菌群が少なく、黄色ブドウ球

は口にしない食材を外食ではじめて食べる機会も

菌や大腸菌、カンジダなどの悪玉菌が多いという

増えてきている。消化機能の未熟な乳幼児では食

報告がある。乳児を対象とした前向き調査では、

物中のタンパク質が高分子の状態で吸収される

アレルギー疾患を将来発症する乳児では、正常乳

と、感作されて食物アレルギーを起こしやすくな

児と比べて腸内細菌叢のパターンが異なり出生早

る。日本で伝統的に使用されてきた旬の食材を用

期のビフィズス菌が少なかったという報告もあ

いて、年齢に適した献立・方法で調理するとい

り、腸内細菌叢がアレルギーの発症に何らかの形

う、食育にとって基本的な考えは、余計な食物ア

で関わっていることが推測されている。最近注目
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されているプロバイオティクスとは消化管内の細

は大丈夫だがスーパーで買う安売り野菜だと症状

菌叢を改善し、健康に有益な作用をもたらす微生

が出る、などの意見を聞くと、本当にいったいど

物のことである。アレルギー疾患発症予防のため

こまでが真の「食物アレルギー」なのか判断に苦

に乳児にプロバイオティクスを投与することが有

しむこともある。しかし、食品添加物や残留農薬

効であったという報告もある 。

の影響なども含めて広く考えると、これらの意見

現代の日本では一世代前と比べても食をめぐる

も真実の一側面を反映しているのかもしれない。

環境が大きく変化し、加工食品、レトルト食品、

4．食物アレルギー発症予防のための

既成品などを摂取する頻度が飛躍的に増えてい

妊娠・授乳中の除去食、離乳食

る。これらには着色料、発色剤、漂白剤、着香
料、酸化防止剤、保存料など様々な種類の食品添

近年のアレルギー疾患の増加に伴い、妊娠出産

加物が含まれており、中にはヒスタミン遊離刺激

を控えた母親の間では、生まれてくる子どものア

作用、アラキドン酸代謝経路阻害作用などの薬理

レルギー疾患発症をいかに予防するかということ

活性をもち、アレルギー様症状を誘発するものも

が重要な関心事の一つになっている。しかしなか

ある。これらは免疫学的機序を本来の食物アレル

には誤った情報により自己判断で食物療法を行う

ギーとは区別して「仮性アレルゲン」と呼ばれる

母親もおり、問題となっている。妊娠・授乳中の

が、食物により惹起される不利益な反応の原因に

母親の食事は胎児・乳児の発達発育、母親自体に

なっている。

とって重要なものであり、必要な栄養素を十分に
摂取しなければならない。そのため一般集団を対

3．安全な食物に対する関心

象としてアレルギー疾患発症予防のために食物制

子どもに食物アレルギーがあると、親はアレル

限や食物除去を行うことは、安全性に問題がある

ゲン除去や代替食品などについて日頃から注意し

ため勧められない。両親もしくは兄弟にアレルギ

なければならないため、食品や食材そのものに対

ー疾患のあるハイリスク児の場合に限り、アレル

しての関心がおのずと高まる。この姿勢は食育が

ギー疾患発症予防のための調査が行われてきた。

めざす「安全で健康的な食生活の実践」と重なる

母親が妊娠中に食べた食物により経胎盤感作が

ところが大きい。

成立することは知られているが、実際には妊娠中

加工食品の原材料表示をいつもチェックする習

の母親が食物除去しても、生まれてくる子どもの

慣がついていると、加工食品に含まれる食品添加

アレルギー疾患発症予防効果はない。授乳中の母

物がいかに多いかが気になる。またアレルギー食

親が食物除去をすることにより、経母乳感作を予

品を扱う店では、アレルゲン除去食品のみなら

防して乳児期早期までのアレルギー疾患発症を低

ず、体に刺激が少ない安全な食品というコンセプ

下させるという報告はあるが、長期的には差が見

トから、食品添加物が少ない食品、無農薬野菜、

られなかった 。

旬の有機栽培野菜などを勧めていることも多い。

ハイリスク児のミルクアレルギー発症を予防す

食物アレルギー患者の親は、生鮮食品であって

るために、完全母乳栄養を行うことの効果は明ら

も産地や輸入元による品質の違いを意識しやす

かには認められていないが、母乳栄養による消化

い。例えば米のアレルギーでも程度が軽い場合に

器感染症の減少や母体の体重減少促進などの利点

は、100％うるち米由来の品種であれば症状がで

があることから、母乳栄養そのものは推奨されて

ないが、モチ品種と交配しているうるち米だと症

いる。また母乳栄養が不足する場合の代替乳とし

状が出てしまう、という患者がいるのはよく知ら

ての加水分解乳の使用については、一般調製粉乳

れていることである。また国産のものは大丈夫だ

使用と比較するとミルクアレルギーの発症予防効

が、輸入食物には反応する、とか有機栽培の野菜

果が認められているが、母乳と比べると有意差は
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発症予防効果については質の高いエビデンスが無

母乳や人工乳以外の固形物（離乳食）の開始に

く、いたずらな制限は胎児の成長発達にも悪影響

ついても、時期を遅らせることでアレルギー疾患

を及ぼしかねない。そのため国内外で出されてい

の発症予防効果があるかどうかを調べた研究があ

るガイドライン（表

る。その多くは生後４か月までの早期の固形物導

は妊娠・授乳中の食物除去を推奨してはいない。

入により湿疹などのアレルギー疾患の発症が一時

妊産婦においては特に、食についての正しい情

的に増加するものの、長期的な差は見られていな

報・情報に基づいた食生活を実践する能力を身に

い。固形物開始時期の検討では、完全母乳栄養と

つけることが重要であろう。

組み合わせて行われていることが多く、個々の食

） でもアメリカを除いて

5．教育現場における食育と食物アレルギー

材について厳密な意味で開始時期を設定するのは
難しいが、
「１歳までは卵・牛乳一切食べさせな

子どもの食育には家庭や保護者の役割が重要で

い」と極端に遅らせることの有用性も認められて

あることはいうまでもないが、保育・教育現場に

いない。今年新たに作成された「授乳・離乳の支

おいても食育の推進に積極的に取り組んでいく必

援ガイド」 にもあるように、アレルギーのハイ

要がある。各機関における食育の実際については

リスク児でも各々の発達に合わせて５、６か月を

別項を参照いただくとして、ここではその中でも

開始時期の目安とするのが妥当だと思われる。

食物アレルギーの扱いについて述べる。文部科学

アレルギーを心配する母親は世間の無責任な情

省の学校調査（2007年) でも2.6％の児童に食物

報に振り回されて、自己判断による不適切な食物

アレルギーがあるとされており、現在では学校に

除去・食事療法を行うことがあるが、アレルギー

食物アレルギー児がいないことはまれである。に

表 ．食物アレルギーのハイリスク児に対する一次予防に関する各国のガイドライン
Zeiger RS. Pediatrics 2003；111：1662‑71より一部抜粋改変
項 目

食物アレルギーの診療の
手引き2005(厚生労働省)

アメリカ小児科学会
(AAP, 2000)

ハイリスク児の
定義

両親・同胞に食物アレルギ 両親・同胞に二人以上の
ー
アレルギー疾患

母親の妊娠中の
除去食

偏食はしない

推奨しない
(ピーナッツのみ除去)

母親の授乳中の
除去食

偏食はしない
(必要に応じて考慮)

完全母乳継続期間
人工栄養を与える
時の低アレルゲン
化ミルク
固形食(離乳食)の
導入の遅延

ヨーロッパ小児アレルギー・
世界保健機関╱ヨーロッパ
臨床免疫学会╱ヨーロッパ
アレルギー学会小児科委員
小児消化器･肝臓･栄養学会
会 (WHO/EAACI, 2004)
(ESPACI/ESPGHAN, 1999)
両親・同胞に一人以上の
アレルギー疾患

両親・同胞に一人以上の
アレルギー疾患

推奨しない

推奨しない

ピーナッツ、ナッツ類除去
推奨しない
(卵、牛乳、魚除去も考慮)

推奨しない

６か月

４〜６か月

４〜６か月

母乳を与えられない時は低
母乳を与えられない時は４
低アレルゲン化調整粉乳を
医師の指導のもと推奨する アレルギー化調整粉乳か部
か月までは高度加水分解乳
使用する
分分解乳を使用する
を使用する
アレルゲン性の少ないもの
を６か月から
牛乳は12か月、卵は24か月 ５か月から開始
ピーナッツ、ナッツ類、魚
は36か月から

５か月から開始

AAP；American Academy of Pediatrics，ESPACI；Europian Societyfor Paediatric Allergologyand Clinical Immunology，ESPGHAN；Europian
Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition，EAACI；Section of Pediatrics, European Ａ academy of Allergology
a
b
c
d
e
f
g

予防対策はハイリスク乳児のみに制限
牛乳や卵除去による効果は見られていない
結論が出ていない
ESPACI、EAACI ではすべての乳児に完全母乳と固形食回避を最低４か月、できれば６か月推奨
高度加水分解乳がすすめられるが経済的な負担の少ない部分分解乳でも可能
AAP の方針はエビデンスよりも経験に基づく
ESPACI、EAACI の方針は牛乳を５か月以降に開始すれば牛乳アレルギーは予防できるという研究による
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もかかわらず、学校給食での除去食対応をはじめ

に求めることはできないが、安易な食物の利用、

として、緊急時の保護者との連携や対応などにつ

食生活の乱れが食物アレルギーの増加に関与して

いて、養護教諭、担任、学校長、栄養士、調理師

いることは事実である。過去数十年間にわたる食

のすべてが十分理解しているとは言い難い現状が

生活・食文化の大きな変化は、アレルギー疾患全

ある。一般の児童・生徒への食育の中で、食物ア

体の増加に対しても直接、間接に影響し、食文化

レルギーについて正確に伝えるためには、まず教

を見直し本来あるべき姿をとりもどすべきことを

育関係者自らが正しい理解と認識を持たねばなら

示唆している。いま改めて、すべての人にとって

ない。基本的な知識と対応方法については、学校

健全な食生活を実践する食育の重要性を再認識す

関係者を対象にした「食物アレルギーによるアナ

ることが必要であろう。

フィラキシー学校対応マニュアル」 が、小児アレ
ルギー学会のホームページでも公開されている。

文献
１．日本小児アレルギー学会・食物アレルギー委員会
『食物アレルギー診療ガイドライン2005』協和企
画、2005
２．今井孝成、海老澤元宏「食物アレルギーの実態及
び誘発物質の解明に関する研究」平成14年度厚生
労働科学研究報告書、56‑57、2003
３．Maleki SJ, Chung SY, Champagne ET, Raufman JP, The effects of roasting on the allergenic properties of peanut proteins, J. Allergy
：763‑768,2000
Clin Immunol, 106(4）
４．Kalliomaki M,Salminen S,Poussa T,Arvilommi H, Isolauri E, Probiotics and prevention of
atopic disease： 4‑year follow‑up of a randomised placebo ‑controlled trial, Lancet
361(9372)：1869‑1871,2003
５．成田雅美「食物アレルギー発症予防と妊娠期・授
乳期の除去食」臨床栄養、109(2）
：176‑81、2006
６．授乳・離乳の支援ガイド策定に関する研究会『授
乳・離乳の支援ガイド』厚生労働省、2007
７．Zeiger RS, Food allergen avoidance in the prevention of food allergy in infants and children,
Pediatrics, 111(6Pt3)：1662‑1671,2003
８．アレルギー疾患に関する調査研究委員会『アレル
ギー疾患に関する調査研究報告書』文部科学省、
2007
９．日本小児アレルギー学会・食物アレルギー委員会
『食物アレルギーによるアナフィラキシー学校対
応マニュアル 小・中学校編』財団法人日本学校
保健会、2005

集団を対象に食育を行う際には、一般児童・生
徒にも食物アレルギーの存在を理解させ、食物ア
レルギー児にも偏見を持たないように指導をすべ
きである。子どもにとっては、偏食（好き嫌い）
と食物アレルギーの区別が困難な場合があり、
「嫌いな食べ物を無理して食べると自分だって気
持ち悪くなるのに、がまんして食べている。○○
さんは残しても注意されないなんてずるい。
」と
考え、みんなと違う給食や家庭から持参した弁当
を食べる食物アレルギー児を「特別扱いされてい
る」と誤解することがある。また食物アレルギー
児の方も自分だけ他の人と違う食事をしなければ
ならないことを気にしがちである。食物アレルギ
ーが特に重症だと、自分が食べなくても原因食物
を含む給食の配膳や片付けをするだけで、症状が
出現する場合もある。教育現場においては、それ
ぞれの食物アレルギー児に必要かつ十分な配慮を
することを通して、他の子どもにも食の重要性を
考えさせる糸口としてほしい。

おわりに
食物アレルギー増加の原因を現代の食生活のみ

＊

＊
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