
道衛研所報Rep. Hokkaido Inst Pub. Health, 51, 32ー38 (2001)

北海道内4地域の1歳6カ月及び3歳児を対象とする
食物アレルギー実態調査結果

Investigations about Food Allergy of Children at the Age of 18 and 36 Months

in the Four Areas of Hokkaido

佐藤千鶴子　　　斉藤　明子　　　橋本　　諭　　　平川由紀子*1

大瀬真知子*2　　縄井　詠子*3　　安達　邦子*4　　澤田扶美代*5

貝田　富子*5　　川田美恵子*6　　我妻　義則*7

Chizuko Sato, Akiko Saito, Satoshi Hashimoto, Yukiko Hirakawa,

Machiko Ose, Eiko Nawai, Kuniko Adati, Fumiyo Sawada,

Tomiko Kaida, Mieko Kawada and Yoshinori Wagatsuma

*1北海道千歳保健所,現保健福祉部地域医療課

*2北海道千歳保健所
*3北海道滝川保健所,現上川保健所

*4北海道滝川保健所
*5北海道浦河保健所

*6北海道帯広保健所,現滝川保健所

*7札幌市わがつまこどもクリニック

The prevalence about food allergy on children m Hokkaido was investigated in 1998-2000. Results

were as follows.

1. About the respondents 1) The objects of the questionnaires about the allergy were 3591 chil-

dren at the age of 18 and 36 months m the 4 areas ofHokkaido･ The 4 areas were different in popula-

tion and numbers of hospitals. 2) The number of respondents against the questionnaires was 3213.

Eight hundred sixty･four allergy patients were found by the questionnaires and the interview survey

was done on 814 allergy patients out of them. The interview survey contained questions about symp.

toms, allergens, bioassay tests, eliminations of allergic foods. 3) On more than 30% of the allergy

patients, allergens were unknown. The percentage of the allergy patients who had taken the bioassay

tests was about 40%.

2. About the food allergy patients 1) The number of the children with food allergy (= food allergy

patients) was 278 in this investigations. 2) One hundred eighty.five food allergy patients had taken

the bioassay tests. 3) Their allergic symptoms were recognized mainly on skin (252 food allergy

patients), on respiratory organs (70 food allergy patients), on eyes (20 food allergy patients). 4) Aller-

gic foods and the numbers of food allergy patients, who had adverse reactions to each foods, were as

follows; eggs 209, milks 70, soybeans 23 and other foods 95. Other allergic foods contained rice, wheat'

buckwheat, meat, fish, gelatin, peanut and their products. 5) Two hundred eighteen food allergy

patients eliminated allergic foods. To 123 patients the eliminations were recommended by their doctors.

Sixty two patients always eliminated their allergic foods perfectly.

3. About the questionnaires to the food allergy patients after one year 1) Respondents on the

Questionnaires to the food allergy patients after one year about their symptoms, allergic foods, their eli-

minations were 88 children. The recovery rate was 31.7%. 2) Twenty four respondents were reco-

vered from symptoms and 64 respondents still retained their symptoms･ Eighteen out of 64 patients

ceased the eliminations of allergic foods. 3) Thirty five patients continued to eliminate their allergic

foods. Twenty five patients continued the eliminations recommended by their doctors and 9 patients

eliminated their allergic foods perfectly.

Key words : food allergy (食物アレルギー); children (幼児); questionnaire survey (アンケート調査);
interview survey (聞き取り調査); Hokkaido (北海道)

目　　　　　的

近年アレルギーは罹患率の増加が注目され,大きな社会

的関心を集めている.特定の食品を原因とする食物アレル

ギーは特に子どもに多く,深刻な症例も知られている.そ

の治療として除去食療法が行われる場合も多いが,行き過

ぎによる発育障害が報告された例もある.さらに幼児の食

物アレルギーは,成長に伴いアレルゲンや症状の様相を変

-32-



化するアレルギーマーチの端緒とも考えられるなど多様な

問題を内包しており,保護者らの育児不安の一因ともなっ

ている.厚生省も平成8年度には7都道府県の保育園児

1,348人(0～6歳)について予備調査を,平成9年度に

は21都道府県の19,734人(3歳児,小1,小5,中2及び

成人)を対象に食物アレルギーに関する実態調査を行い,

さらに平成10～11年度には医療機関を対象に食物アレル

ギーの原因食品,症状,検査結果及び治療などについて調

査を行った1-3).

著者らは平成8～9年度に,小児アレルギー専門医の協

力を得て,札幌市内の食物アレルギー患児の食生活調査を

行い,報告した4,5)さらに｢健康科学調査研究事業(平

成10～12年度)食物アレルギーに関する調査研究｣では対

象地域を広げ,北海道内における子どもの食物アレルギー

の現状を把握し,健全な生育に役立てるため,保健所と協

力し,北海道内4地域で1歳6カ月及び3歳児を対象にア

ンケート及び聞き取り法により実態調査を行った.

平成10年度に行った2地域における,食品をアレルギー

の原因とする幼児の実態調査の結果についてはすでに報告

した6).

本報では平成10～12年度の調査から判明した,食品をア

レルギーの原因とする幼児4地域278人についての調査結

果を報告する.

方　　　　　法

調査は,平成10年4月～11年3月に石狩支庁管内C市及び

空知支庁管内で市で,平成11年4月～12年3月に日高支庁管

内U町及び十勝支庁管内H町で地域の協力を得て行った.

まず,該当地域で実施される健康診査(以下, ｢健診｣

と略す)の対象となる1歳6カ月(以下, ｢1･6歳｣と略す)

及び3歳の全員にあらかじめ発育状況,アレルギーの有無,

栄養･食生活,家族のアレルギーの有無(家族歴)などに

関するアンケートを配布し,健診当日,記入されたアンケー

トを回収した.次に,アンケートで, ｢医師にアレルギー

あるいはアトピーだといわれたことがある｣ (以下, ｢アレ

ルギー既往歴がある｣と記す)と回答した幼児を対象に,

担当者が保護者に面接して症状,原因,生化学検査受診状

況,食品除去の状況などの詳細を聞き取り調査した.

聞き取り調査の対象となった幼児のうち,食品をアレル

ギーの原因とする幼児(以下, ｢食物アレルギー患児｣と

記す)について,その状況を集約した.さ らに1年後にア

ンケートを送付し,記入の上返送を依頼する追跡調査を行

った.

データの比較解析にはX2検定を用いた･

表1調査対象者の概要

結　　　　　果

1.調査対象者の概要

表1に調査対象者数の概要を示した.以下の4地域を調

査対象に設定した.

C市:札幌市近郊に位置し,人口が8万人以上の市で公

私立医療機関も多い.

T市:内陸の農村地域にあり,人口が5万人弱の市で市

立病院を有する.

U町:海岸沿いに位置し,人口2万弱の町で地域セン

ター病院が存在する.

H町:酪農･林産地域の人口1万人弱の町で国民保険病

院が存在する.

健診対象者全員にあらかじめ配布したアンケートの有効

回答数の割合は,最低71.9% (U町),最高92.4% (H町)

で, 4地域全体では89.5%であった.各地域のアレルギー

既往歴がある幼児の比率はアンケート有効回答数に対し,

C市24･5%, T市28.9%, U町39.1%, H町27.8%であっ

た.またアレルギー既往歴がある幼児に関する聞き取り調

査の実施率はC市94.4%, T市92.7%, U町96.2%, H

町95.5%,全体では94.2%であった.表1に示したアレル

ギーの原因別実数は,食品及び食品以外の両方を原因とす

る幼児については,複数回答となっている.聞き取り調査

数及び原因別で食品の項の実数につけた括弧内の数字は,
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生化学検査の受診者数である.

アレルギー既往歴がある幼児のアレルギーの原因別比率

を図1に示したが,地域間で違いが認められた.特にアレ

ルギー既往歴があってアレルギーの原因が不明の幼児の割

合は, C市25.2%, T市34.7%, U町28.8%, H町79.5%

であり, H町で他の3地域と比べて高く　(p<0.001)ま

たT市でC市よりも高かった　(p<0.01).

図2にアレルギー既往歴がある幼児の生化学検査受診率

を示した.アレルギーの治療.診断では重要な,原因究明

のための生化学検査の受診率はC市41.6%, T市22.8%,

U町69.2%, H町6.8%であり,地域により大きく異なっ

ていた. U町は他の3地域よりも, C市はT市, H町よ

りも高い生化学検査受診率であった　(p<0.001).

4地域合計ではアレルギー既往歴がある幼児864人に対

し,原因が判明している幼児は548人(63.4%),不明の幼

児は266人(30.8%),聞き取り辞退50人(5.8%)であった.

生化学検査受診者は332人　38.4%　であり,原因確定が

問診のみに拠っている例も多いと推定される.従って今回

の調査では,聞き取り調査においてアレルギーの原因を食

品と回答した幼児のデータに基づいて,生化学検査受診の

有無に拠らず集約した.

対象とした食物アレルギー患児は4地域合わせて1･6歳

138人, 3歳140人,合計278人であった.図1に示したよ

うに既往歴者に対する割合はC市41.9%, T市12.3%,

U町37.5%, H町9.1%であり,原因不明者の割合と逆の

傾向となった.

食物アレルギー患児278人中,生化学検査を受診してい

た幼児は185人(66･5%)で,地域別ではC市62.5%, T

市1.9%, U町79.5%, H町0%であった.

図1既往歴者のアレルギーの原因

図2　既往歴者の生化学検査受診状況

2.食物アレルギー患児の状況

1)発育状況

食物アレルギー患児の発育状況に関し,身長と体重が厚

生省乳幼児身体発育調査71の3パーセントタイルに相当す

る低い発育状況にあった患児は, 1･6 歳では身長,体重と

も0人, 3歳では身長で4人,体重で3人,合計7人であ

った.

2)症状発現部位

表2に食物アレルギー患児の症状発現部位及び原因食品

を地域年齢別に示した.図3には症状発現部位の割合を1･6

歳と3歳児を合わせた地域別及び地域を合わせた年齢別に

示した.複数の症状を示す例があるので,各症状別の合計

は100%を上回る･皮膚疾患に関し, C市92.8%とU町

79.5%の間で有意差が認められた　(p<0.01)･年齢別に

4地域を合計すると　1･6歳で88.4%,3歳で92.9%の食

物アレルギー患児に皮膚疾患がみられ,ついで呼吸器疾患

が1･6歳で24.6%, 3歳で25.7%を占めた.

3)原因食品

図4に,食物アレルギー患児の原因食品を1･6歳と3歳

児を合わせた地域別及び地域を合わせた年齢別に示した.

複数の原因を持つ例があるので,各原因別の合計は100%

を上回る.

卵:卵をアレルギーの原因とする幼児の割合が最も多か

った. 1･6歳では81.2%, 3歳では69.3%であり3歳の方

が低かった　(p<0･05).

牛乳:牛乳ではC市21.6%とU町43.6%の間で有意差が

認められた　(p<0.01).

大豆:大豆についてはC市6.3%とT市22.2%の間で有

意差が認められた(p<0.01). H町では大豆をアレルギー

の原因とする患児はいなかった. 4地域を合わせた大豆ア

レルギー患児の割合は1･6歳で6.5%, 3歳で10.0%であっ

たが,有意差は認められなかった.

その他の食品:細,牛乳,大豆の三大アレルゲン以外で

アレルギーの原因としてあげられた食品は米,小麦,そば,

肉,魚介類,ゼラチン,ピーナッツなどであった.これら

の食品のいずれかをアレルギーの原因とする患児の割合は

4地域合わせて, 1･6歳で31.9%, 3歳で51.4%であり,

3歳児で高かった　(p<0.001).また, C市37.5%とU町

17.9%の間で有意差が認められた　(p<0.001).

4)原因食品の除去

食物アレルギーに対する治療法として,除去食療法すな

わち原因食品の除去がしばしば行われる.表3に地域年齢

別に食品除去の実施状況を示した.
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表2　食物アレルギー患児の症状と原因

図3　食物アレルギー患児の症状発現部位

図4　食物アレルギー患児の原因食品

除去実施率と根拠:図5に食物アレルギー患児における

食品除去実施率と実施根拠の内訳を示した.実施率はC市

76.9%, T市88･9%, U町79.5%, H町75.0%であった.

除去実施者のうち医師の指示に基づく割合は, C市52.5%,

T市54.2%, U町80.6%, H町33.3%であり, C市とU

町の間(p<0.01)及びT市とU町の間(p<0.05)で有

意差が認められた.全体では278人中218人　78.4%が特定

の食品除去を実施し,その除去が医師の指示に基づく割合

は123人,除去実施全体の56.4%であった.年齢別の実施

率は1･6歳81.9%, 3歳75.0%であり,実施が医師の指示

に基づく割合は1･6歳で実施者の56.6%, 3歳で56.2%で

あった･

除去食品の内容:図6に除去食品の内訳を示した.除去

の対象は卵が最も多く,除去実施者の77.5%が卵を除去し

ていた.次いで, 29.8%が牛乳を除去していた.除去の程

度は｢その食品を完全に,常に除去する｣厳しい除去は1･6
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歳で実施者の30.1%, 3歳で26.7%であり,残りは｢少量

や加工食品は摂取したり,時々除去を行う｣緩やかな除去

であった.

食品除去に関し, ｢保育園.幼稚園における対応｣につ

いても聞き取りしたが,通園者が少数であり,保護者の依

頼に対してもほとんどで食品除去の対応がなされていた.

後述の追跡調査においても同様の結果であった.

表3　食物アレルギー患児の食品除去状況

図5　食品除去の実施率と実施根拠 図6　除去の食品内訳

3.追跡調査

食物アレルギー患児278人について, 1年後に行った追

跡調査の結果を表4,図7及び図8に示した.

回収状況の詳細は表4に示したが, 4地域合わせて1.6

歳(初回調査時,以下同) 42人, 3歳46人で,合計追跡調

査回収数は88,回収率は31.7%であった.

1)症状と生化学検査受診率

回答のあった88人中1･6歳14人, 3歳10人合計24人

(27.3%)が｢治癒した｣と回答した.

追跡調査での生化学検査受診率は78.4%であり,初回調

査の66.5%よりも高いが,追跡調査回答者88人の初回受診

率は74.9%だったので増加はわずかであった.また症状が

継続していた64人の生化学検査受診率は初回調査時71. 9%,

追跡調査時78.1%であった.

症状継続者64人の症状発現部位の割合を図7に示した.

初回調査と同様,皮膚,呼吸器疾患が多かった.

2)食品除去

食品除去に関しては症状継続者64人のうち初回調査から

の未実施者が11人,除去中止者が18人であり,食品除去継

続者は35人　54.7%)であった.このうち25人(71.4%)

が医師の指示により行っていた.除去の食品は図8に示し

た.除去実施率は卵で60.0%,牛乳では1.6歳では除去実

施者が無く, 3歳で21.1%であった･卵,牛乳,大豆以外

の食品の除去実施率は40.0%であった.除去の程度は,厳

しい除去が25.7%であり,初回調査と同程度であった.

追跡調査時点での患児の割合は,回収率は低かったが,

治癒した患児27.3%,症状は継続しているが除去食療法を

行っていない患児33.0%,症状が継続し除去食療法を行っ

ている患児39.8%であった.

考　　　　　察

北海道内における子どもの食物アレルギーの現状を把撞

し,子どもの健全な発育に役立てるため,保健所と協力し,

北海道内4地域で1歳6カ月及び3歳児を対象に食物アレ

ルギーに関する実態調査を行い,食物アレルギー患児に関

するデータを得た.

石狩支庁管内C市,空知支庁管内で市,目高支庁管内U

町及び十勝支庁管内H町の4地域を調査対象に設定したが,

アレルギー既往歴者の割合はU町で高い傾向が認められた.
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4地域におけるアレルギー既往歴者の原因の判明率及び抗

原把握に有効である生化学検査の受診率は,大きく異なっ

ていた(表1,図1,図2).これらの地域の第2次保健

医療福祉圏域内の人口10万人当たりの医師数は,平成10年

で札幌圏C市237.0,中空知で市172.8,日高U町106.4,

十勝H町131･5であった8).また各地域のアレルギー既往

歴者が検査.通院したことのある医療機関数は,医院名が

判明した限りではC市48, T市30, U町14, H町11であっ

た.特にC市の調査ではアレルギー専門医のいる機関が複

数列挙され,またU町では1.0%がアレルギー専門医が在

任する地域センター病院小児科で受診していた.これらこ

とから医療機関数や診療を受ける機会が多く,選択できる

地域か否か,あるいは地域でのアレルギー専門医の存在の

有無などがアレルギー既往歴者の原因判明率及び生化学検

査受診率に大きく影響していると推察される.

表4　追跡調査

図7　症状継続者の追跡調査時の症状発現部位 図8　症状継続者の食品除去の内訳

全体ではアレルギー既往歴がある幼児について原因判明

率は63.4%,生化学検査受診率は38.4%であり,原因確定

が問診のみに拠っている例も多いと推定される.今回,生

化学検査受診の有無に拠らず集約した食物アレルギー患児

数は4地域合わせて278人で,アンケート有効回答者の

8.7%であった.厚生省の調査による幼児の食物アレルギー

の割合は,平成8年度調査では12.6% (0～6歳児),平

成9年度調査では8.6% (3歳児)であった1,2)生化学検

査を受診していた食物アレルギー患児の割合は66.5%だっ

た.平成11年度の厚生省食物アレルギー対策委員会による,

病院を対象とした食物アレルギー調査での血液検査実施率

約70%3)に近い値であった.

症状は皮膚疾患が最も多く,食物アレルギー患児全体の

90.6%を占めた.呼吸器疾患は25.2%であった. 1年後の

追跡調査では,回収率(31.7%)は低かったが,回答者の

27.3%が治癒し,症状が継続していた患児では初回調査同

様皮膚疾患,呼吸器疾患が多かった.

原因食品に関しては,それぞれの食品をアレルギーの原

因とする患児の割合に一部の地域間で違いが認められた.

すなわち牛乳を原因食品とする患児の割合がU町でC市よ

りも高く,大豆についてはT市でC市よりも高く,あるい

は三大アレルゲン以外の種々の食品を原因とする割合はC

市においてU町よりも高い傾向が認められたが,原因は不

明である.全体として4地域とも卵が食物アレルギー患児

の原因食品として最も多く,次いで牛乳であった.

食品除去は278人中218人で行っていた.医師の指示によ

る除去は全体で56.4%であったが, U町では80.6%で高か

った.除去の内容は原因食品を反映し,卵が77.5%,牛乳

が29.8%であった.追跡調査では症状継続者の54.7%が除
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去を継続し,それが医師の指示による割合は71.4%であっ

た.除去の内容,程度は初回調査と同様の傾向であるが,

食品除去実施者にとっては少なくとも1年間以上行ってい

ることになる.

追跡調査では,回答者の60.2%について治癒あるいは症

状は継続しているものの除去食療法は行わないなど症状及

び食生活の面で改善が認められた.残りの39.8%について

は症状が継続し,かつ除去食療法を継続していた.

本来食物アレルギーの診断には詳細な問診,血液検査,

皮膚テスト等を行うことによって原因抗原を推定し,除去

試験を経て負荷試験を行うことが推奨されている3) .原因

食品の摂取をひかえたり,加工などによりアレルゲンの低

減化を行う除去食療法は,それらの診断をふまえた医師の

慎重な判断に基づき,適切な栄養指導をうけて行われるこ

とが望ましい.今回の調査結果からは食品をアレルギーの

原因とする幼児の一部で,原因食品の特定を生化学検査な

どに拠らず,さらに食品除去を自主的に行っている状況が

少なからず認められた.食生活の制限が幼児の成長に及ぼ

す影響は大きい.除去の対象となる食品が良質な栄養源た

る卵,牛乳に多いことを考慮すると除去の指示と合わせて,

栄養学的に代替となる食品の紹介や除去期間など食生活に

関する適切な指導が望まれる.調査対象者の概要で示した

アレルギー既往歴者全体における高い原因不明率及び低い

生化学検査受診率を合わせて考慮すると,アレルギーに関

する知識の普及,適切な治療.栄養指導の機会を住んでい

る地域によらず得られるようにすることも重要である.

要　　　　　約

北海道における子どもの食物アレルギーの現状を把握す

るため,平成10-12年度に北海道内4地域で食物アレルギー

実態調査を行った.結果は以下の通りである.

1.調査対象について

1)人口,医療機関数などが異なる北海道内4地域で1歳

6カ月及び3歳児合計3591人を対象にアレルギーに関

するアンケート調査を行い,有効回答数3213人を得た.

2)アンケートから判明したアレルギー既往歴者数は864

人で,そのうち814人について聞き取り調査を行った.

3)アレルギー既往歴者の30%以上でアレルギーの原因が

不明であった.アレルギー既往歴者の生化学検査受診

率は約40%であった.

2.食物アレルギー患児について

1)食物アレルギー患児は278人,そのうち生化学検査受

診者は185人(66.5%)であった.

2)食物アレルギー息児の主な症状は皮膚疾患252人

(90.6%),呼吸器70人(25.2%),眼20人　7.2%　で

あった.

3)原因食品の内訳は卵209人(75.2%),牛乳70人(25.2%),

大豆23人　8.3% ,その他95人　34.2%　であった.

その他のアレルギー原因食品として米,小麦,そば,

肉,魚介類,ゼラチン,ピーナッツなどが列挙された.

4)食品除去実施者は218人(78.4%)であった.医師の

指示に基づく実施者は123人(56.4%),厳しい(完全)

除去実施者は62人(28.4%)であった.

3.追跡調査について

1)食物アレルギー患児278人について1年後に追跡調査

(アンケート)を行った.回答者数は88人,回収率は

31.7%であった.

2)追跡回答者の24人が治癒し, 64人で症状が継続してい

た.このうち18人が食品除去を中止していた.

3)食品除去を継続していたのは35人で,そのうち医師の

指示に基づいていた実施者は25人,厳しい除去の実施

者は9人であった.

稿を終えるに当たり,調査にご協力いただいた各地域の

健診参加者及び保護者,保健福祉部局関係者に深謝いたし

ます.今回の調査結果を今後多くの保健業務従事者の方々

に活用していただければ幸いです.
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