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• 食物アレルギーってなに？

• 飲食店はなにかしなくてはいけないの？

飲食店のアレルギー対策

三つの心得と三つの道具

• アレルギー事故はどうしたら防げる？

○ アレルギーコミュニケーションシート

• アレルギーの事故が起こったらどうすれば？

○ 食物アレルギー緊急時対応マニュアル

• 意図せぬ混入対策 アレルゲンはどこに？

○ 拭き取り検査法の活用
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食物アレルギーのある都民が
飲食店を安心して利用できるよう
飲食店でも食物アレルギー対策の
取り組みが求められています。

特に除去食を提供するようなチャレンジをしなくても
店内でお客様がアレルギーを発症することがあります。

食べ物を扱う皆様は「食物アレルギー」の正しい知識を身に着けて、
お客様の保護、救命にお取組みいただきたいと思います。



3

ウイルスや細菌、寄生虫などの異物を
攻撃して身体を守るための「免疫反応」

体に害を与えない物が入ってきても
反応しないはず、ですが！

 「免疫反応」が過敏に働き
 じんましんや咳、かゆみなどが起こることを
アレルギーと言います。

食物アレルギーってなに？



 3歳までに何らかのアレルギーがあると診断された子供は4割
増加傾向の食物アレルギーは令和元年度2.2ポイント減少した

出典
アレルギー疾患に関する3歳児全都調査

4食物アレルギーってなに？



食物アレルギー
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 それによって起こるアレルギー反応
が「食物アレルギー」です

 免疫反応を調整する仕組みに問題
が発生しても食べ物を異物と認識す
ることがあります。

 小児の場合たんぱく質の消化吸収が
不完全で免疫に食べ物として認めら
れないことがあります。

 食べ物に由来するたんぱく質は免疫
からスルーされます。

 無事に消化器を通過して栄養源にで
きるのです。



パッチテスト
食べ物から抽出した
アレルゲンを皮膚に接種して
アレルギー反応を見ることで
どの食べ物に
どのくらい反応するか
診断します。

できる病院が限られる
症状が現れることが前提
全ての症状に対応できる病院
安全が確認できるまで専門医が臨床

6

試験の目的
疑いのある食品が本当に発症させるか
どのくらいの量でどのような症状がでるか
最小除去量の確定
治ったかどうかの確認

食物経口負荷試験

アレルギーが疑われる食物を
実際に少しずつ食べて
症状を観察する試験



即時型アレルギー
（Ige抗体依存型）

食物アレルギーで最も多い
アレルギーの元になる食品（アレルゲン）を食べた直後に
 じんましんや咳、呼吸困難、消化器症状などが起こる
多くの場合2時間以内に発生
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 アレルギーの元になる食品（アレルゲン）を口に入れると
 口の中にイガイガ感、ピリピリ感、口周囲のじんま疹などが出ます。
 主として、野菜や果物が原因となり、
 花粉症を合併することが特徴です。
 一気に多量に食べると、

口腔だけではなく、他の強い症状につながる場合があります。

口腔アレルギー症候群

野菜や果物のアレルゲンは、熱や加工処
理によって壊れやすいので
加熱された加工品や市販のジュースでは
症状を起こさない場合があります。
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 食べただけ、あるいは、運動だけでは発症しません
 食後に運動が加わるとアナフィラキシーが起こります
 比較的まれですが危険な食物アレルギーの一種です

食物依存性運動誘発アナフィラキシー
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 原因食物として小麦製品と甲殻類が多く
 運動は比較的激しい運動が引き金となる
ことが多いのですが、

 散歩や下校など軽い運動でも誘発される
ことがあります。

食物アレルギーってなに？



10食物アレルギーってなに？

 食物アレルギー症状を発症した子供のうち
1割がショック症状を、6人に一人が呼吸器
症状を経験した。



11飲食店は対応しなくてはいけないの？

日本のアレルギー対策Ⅰ
食品表示

 食物アレルギーの治療の基本は、
 原因食物を摂取しないようにする除去食です。
 加工食品や添加物には、アレルギーの原因になる食品が含まれています。
 このため、食品表示法では原材料表示の方法が決められています。

✓ アレルギーの原因になる物質（食品の成分）をアレルゲンと呼びます。



12飲食店は対応しなくてはいけないの？

 食物アレルギーの患者が多い、もしくは重篤になりやすい原材料
7品目は「特定原材料」として極めて少量でも必ず標記されます。
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 特定原材料に準じるものとして21品目の原材料には表示を推奨しています。
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日本のアレルギー対策Ⅱ
情報提供の充実

外食におけるアレルゲン情報の提供が求められています

外食におけるアレルギー対応のハードルが下がっています

患者にとって外食ができないことが社会性を狭めている。
患児（子供）にとって外食は社会性の獲得に欠かせない。

原材料のアレルギー表示制度が確立して使いやすくなった。
社会認知が高まって社内や取引先の理解が得やすくなった。



15飲食店は対応しなくてはいけないの？

日本のアレルギー対策Ⅱ
情報提供の充実

対面販売、店頭量り売り、飲食店は表示義務がありません。

食物アレルギーのあるお客様に対しては
健康被害防止のため
情報提供の充実が求められています。
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アレルギー対応
すべきかどうか

飲食店で客席に料理を提供する場合

全く努力せずにアレルギー患者を排除する

全ての食物アレルギー要求に完全対応する

アレルゲンメニューを用意してそれだけ提供する

できることとできないことを毎回お客様と折衝する

食物アレルギー対応方針は
各店ごとに決めましょう



 誤食を経験した子供の割合 誤食の起こった場所
 外食（給食以外）で誤食経験がある子供は3割超

17アレルギー事故はどうしたら防げる？



18アレルギー事故はどうしたら防げる？

アレルギーのあるお客様との
情報共有

 メニューに使われる原材料を
しっかり把握

想定外の混入がないよう管理

飲食店の
アレルギー対策
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アレルギー
コミュニケーション

確実にできる情報提供から始める
正確性の確保
原材料と調理管理

アレルゲン情報提供の幅を広げる
アレルゲンメニュー
WEBでの情報提供
事前問い合わせへの対応
★団体旅行は事前にメニュー提供など
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アレルギー
コミュニケーション

全ての従業員は店舗の「アレルギー対応方針」に
従って対応する

お客様のアレルギーを詳しく把握する
重症度、原因食物の情報を共有
お客様情報はフロアとキッチンで共有する
レシピとのマッチング
対応できない場合は確実にお客様に伝える

アレルギーコミュニケーションシート活用



30アレルギー事故はどうしたら防げる？

アレルギー
コミュニケーション

メニューに使用する食材情報の共有
お客様の質問には正確に説明する
曖昧情報の禁止
不明であることを伝える



31アレルギー事故はどうしたら防げる？

アレルギー
コミュニケーション

調理中の食材混入について

最大限の配慮と注意、混入防止の工夫
調理エリアの区分、調理器具の専用化
アレルゲンを含まないメニューから先に調理
食器類の専用化（ワンウェイの活用）

混入の可能性がある場合はお客様に伝える

最終的なお客様の判断のもとになる情報提供



32アレルギー事故が起こったらどうすれば？

食物アレルギー事故対策

緊急対策の必要性

事前準備

シュミレーション

緊急時対応

事故事例

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/allergy/measure/emergency.html
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緊急対策の必要性

どんな施設でも食物アレルギーは発症する

予防しきれなかったエラーは起こる

お客様本人が気づいていないアレルギーがある

発症事例に当たった時に安全で速やかに対応する

事前準備がお客様の安全を守る
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アレルギーを発症した患者を発見したときに
想定される対応と準備

軽症でも目を離さない、症状の変化を見逃さない
手助けできる人を集める
 「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」を手元に置く
スマートフォンなどで状況を録音する
やったこととその時刻を記録（録音）する
患者がアレルギー症状が出たときに使う薬を持っているかを確認する
飲み薬を持っていたら意識があるうちに飲めるように準備する
注射型の薬を持っていたらパッケージにかかれている使い方を確認する
 AEDの確保
心肺蘇生の講習を受けた人がいないか探す
救急車を要請する
救急車の救命活動や搬出ができるように現場を片づける
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小規模保育園で
アレルギー発症が疑われる
事態を想定しています

アレルギー事故が起こったらどうすれば？
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3ページ
見開いて右

7ページ
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https://www.city.kawasaki.jp/840/page/0000085069.html
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アレルギーを持っている消費者とご家族が
安心して外食できるお店が増えことを
願っています。

672022.02/07 川崎市食品衛生協会

お疲れさまでした。
長時間の御聴講ありがとうございます。

食物アレルギー表示に関する情報
消費者庁食品表示企画課
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/

アレルギー表示のQ&A
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_200716_12.pdf

消費者庁 リコール情報サイト（アレルギーで検索）
https://www.recall.caa.go.jp/result/index.php

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_200716_12.pdf
https://www.recall.caa.go.jp/result/index.php

