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１．はじめに   

 幼児の食物アレルギーは，近年ますます増加の一途を辿っている[1]。０歳から５歳

までの幼児を対象とした教育・保育を担っている幼稚園，保育園，認定こども園（以下

幼稚園等として総称する）に取っては，子どもの食物アレルギーの問題は，ときには緊

急の対応を必要とされる最重要事項の一つである[2]。特に給食を提供している施設に取

っては，この問題は非常に緊張を要する重要事項であり，(1) 食物アレルギーを持つ園

児の実態調査，(2) 自園の提供する給食にアレルギー物質が含まれているかどうかの正

確な認識，の二点を常に明らかにしていくことが要求されている。第一点については，



実際には，園児の保護者の自己申告に頼っているのが現状である。ただまだ年齢が幼い

だけに，食べたことのない食材もありうることを考えると，それ以外の科学的でかつ簡

易なチェック法の開発が望まれる。第二点については，アレルギーがあると申告された

園児には，通常はアレルギーがあると申告された食材を除いて給食を提供しているのが

実態である。それでは，実際に提供されている給食にはどの程度のアレルギー物質が含

まれているのであろうか？ 我々は今回実際に姫路市内の幼稚園等で提供されている給

食の中に含まれている可能性のある 7 品種の検査を行った。 

 

２．方法 

 協力していただける幼稚園等に園児に提供したものと同じ食材をすぐに冷凍保存し

ていただき, 株式会社 Qualtec に移送。迅速に検査を行った。 

アレルギー分析は，「食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関

する内閣府令」で表示を義務付けられた特定原材料７品目（卵，乳，小麦，そば，

落花生，えび，かに）について行われた。試料は，前処理・均一化を行った後、抽出処

理を行い，ELISA 法で定量試験を行った後，特定原材料由来の蛋白質 10 g/g 以上の検

体をウェスタンブロット法，PCR 法を用いた定性試験で行った。 

 分析には，FASTKITエライザ（日本ハム製），FASPEKエライザ II（森永製），FASPEK

ウエスタンブロットキット（森永製），アレルゲンチェッカーが用いられた。これらのア

レルギー検査キットは、「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」（平成 22 年

9 月 10 日消食表第 286 号消費者庁次長通知）に示されているところであるが、その後、

当該通知の一部が改正された。これを踏まえ、「アレルギー物質を含む食品の検査方法 

について（参考）」（平成 22 年９月 10 日当職事務連絡）の一部も改正されたが、これ

らの指針に準拠したものである。 

 

３．結果と考察 

併せて７施設から提供された食材中に含まれていたアレルギー物質を表にまとめた。

表にあるように，ほとんどのアレルギー物質は含まれていなかったが，いくつかの物質

は含まれていた。興味深いのは，D 園と F 園，C 園と E 園はほぼ同じ献立であったのに，

C 園と D 園では検出されなかったことである。A 園では，卵（卵白アルブミン）と牛乳

（カゼイン）が検出されたが，献立を見るとワッフルポテトがあり，おそらくこれが原

因と考えられる。B 園では，おかず中に卵（卵白アルブミン）が検出されたが，これはマ

ヨネーズに含まれていたと考えられる。E 園では，汁物の中に牛乳（カゼイン）が含まれ

ていたが，献立を見るとコーンクリームチャウダーとあり，納得できる。むしろ同じ献

立の C 園で検出されなかったことがどのような配慮がなされたのか，興味深いところで

ある。F 園では，最も多くのアレルゲンが検出された。おそらくおかず中のコロッケに小

麦（グリアジン），牛乳（カゼイン）が含まれていたと思われるし，汁物の月見汁に卵（卵



白アルブミン）が入っていた 

表１ ７施設における給食の食物アレルゲンの有無 

 食種 献立 検出アレルゲン 

A 園 おかず 鶏肉照り煮，グリーンピース棒天，ワッ

フルポテト，春雨サラダ，プチトマト 

卵（卵白アルブミン） 

牛乳（カゼイン） 

B 園 おかず 豚肉の生姜焼き，野菜のマヨネーズ和え 

 

卵（卵白アルブミン） 

汁物 きのこスープ ND 

C 園 おかず 野菜のポン酢和え 

 

ND 

汁物 コーンクリームチャウダー 

 

ND 

D 園 おかず 豚の生姜焼、ブロッコリーの昆布茶和え ND 

汁物 月見汁 ND 

E 園 おかず 野菜のポン酢和え ND 

汁物 コーンクリームチャウダー 

 

牛乳（カゼイン） 

F 園 おかず コロッケ、ブロッコリーの昆布茶和え 小麦（グリアジン） 

牛乳（カゼイン） 

汁物 月見汁 卵（卵白アルブミン） 

G 園 おかず おかず：肉じゃが、胡瓜の昆布和え 

キウイ 

ND 

汁物 味噌汁 

 

小麦 （グリアジン） 

卵 （卵白アルブミン） 

ND: not detected 検出せず 

 

のだろうが，この場合は D 園が豚の生姜焼きで，どのアレルゲンも検出されなかったこと

を考えると，コロッケがすべてのアレルゲンとみなすことができるのだろう。一方， G 園

で検出された小麦（グリアジン），卵（卵白アルブミン）は味噌汁中だが，これは食材に工

夫をすれば，検出感度以下にすることは可能であろう。A 園のワッフルポテト，B 園のマヨ

ネーズはそれを避けることによって，アレルギーを持つ園児への対応は可能であろう。E 園

のコーンクリームチャウダー，F 園の月見汁は，材料に工夫をすることにより，アレルゲン

の量を減らすことができるかもしれない。 

ただこの含まれている基準は食材 1g あたり 1 ng 以上であり，実際にアレルギー症状

の出る可能性のある基準（通常 10 mg ぐらい）よりは相当低い。 

多くの園では事前に園児の保護者からアレルギーなどを自己申告してもらっており，ア



レルゲンが含まれる食材はそれに代わるおかずを提供していると思われる。問題は，アレ

ルゲンが含まれていることを想定しない給食にアレルゲンが含まれてしまう可能性である。

もし簡単な検査法があり，給食調理の都度テストができれば，このような予期しないアレ

ルゲンの混入は余程防げるであろう。 

 

４．結語 

1) 対象としたそれぞれの施設で提供されている給食は，適正に管理されており，アレルギ

ー物質に関しては，事故の起こる可能性があまりない水準に保たれていた。 

2) それにもかかわらず，各施設では，アレルギー物質を含んだ給食を提供している可能性

を捨てきれず，不安をかかえながら，毎日給食を提供している。今回行った検査を毎日

行なえれば，その不安はおよそ解消されるが，検査には時間もかかり，検査ができる施

設も全国に限られていること，検査にかかる費用が高額であること等の理由によって，

検査を継続して行うことは実際には困難である。もっと簡便に検査できる方法を確立し

ていくことが望まれる。 
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検査No.　１
2014年（平成26年）　9月　13日

検査結果

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出 ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出 ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

A園検体名

キット名 方法

【おかず】

モリナガ FASPEK　

特定原材料５品目および甲殻類

2014年9月9日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

依頼者

検査項目

検査項目 結果

ロット No おかず

検査結果報告書

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：鶏肉照り煮、グリーンピース棒天

ワッフルポテト、春雨サラダ、プチトマト



 

検査No.　2
2014年（平成26年）　9月　13日

検査結果

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出 ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

依頼者

検体名

検査項目

2014年1月20日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

キット名 検査項目 結果 方法

B園

特定原材料５品目および甲殻類

【汁物】

モリナガ FASPEK　

【おかず】

ロット No おかず、汁物

検査結果報告書

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：豚肉の生姜焼、野菜のマヨネーズ和え

汁物：きのこスープ



 

検査No.　3
2014年（平成26年）　9月　13日

検査結果

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

以上

【汁物】

【おかず】

モリナガ FASPEK　

キット名 検査項目 結果 方法

検査項目 特定原材料５品目および甲殻類

2014年9月9日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

検体名 C園

ロット No おかず、汁物

検査結果報告書

依頼者

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：野菜のポン酢和え

汁物：コーンクリームチャウダー



 

検査No.　4
2014年（平成26年）　9月　13日

検査結果

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

以上

【汁物】

【おかず】

モリナガ FASPEK　

検査項目 結果 方法キット名

検査項目 特定原材料５品目および甲殻類

2014年1月20日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

検体名 D園

ロット No おかず、汁物

検査結果報告書

依頼者

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：豚の生姜焼、ブロッコリーの昆布茶和え

汁物：月見汁



 

検査No.　5
2014年（平成26年）　9月　13日

検査結果

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出 ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

【汁物】

モリナガ FASPEK　

【おかず】

キット名 検査項目 結果 方法

検査項目 特定原材料５品目および甲殻類

2014年9月9日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

検体名 E園

ロット No おかず、汁物

検査結果報告書

依頼者

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：野菜のポン酢和え

汁物：コーンクリームチャウダー



 

検査No. 6
2014年（平成26年）　9月　13日

検査結果
方法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出 ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出 ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出 ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

【汁物】

検査項目 結果

モリナガ FASPEK　

【おかず】

キット名

検査項目 特定原材料５品目および甲殻類

2014年1月20日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

検体名 F園

ロット No おかず、汁物

検査結果報告書

依頼者

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：コロッケ、ブロッコリーの昆布茶和え

汁物：月見汁



 

検査No. 7
2014年（平成26年）　9月　29日

検査結果
方法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出せず ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出せず ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

甲殻類キット　マルハ

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

グリアジン検出キット 小麦　（グリアジン） 検出 ELISA法

卵白アルブミン検出キット 卵　（卵白アルブミン） 検出 ELISA法

カゼイン検出キット 牛乳　（カゼイン） 検出せず ELISA法

そばタンパク質検出キット そば 検出せず ELISA法

落花生タンパク質検出キット 落花生 検出せず ELISA法

トロポミオシン検出キット 甲殻類 検出せず ELISA法

【汁物】

モリナガ FASPEK　

【おかず】

キット名 検査項目 結果

検査項目 特定原材料５品目および甲殻類

2014年9月9日　当社に提出された上記検体についての検査結果は次の通りです。

検体名 G園

ロット No おかず、汁物

検査結果報告書

依頼者

(株)クオルテック

大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地

※おかず：肉じゃが、胡瓜の昆布和え、 キウイ

汁物：味噌汁


