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このメールマガジンは、アレルギー支援ネットワーク会員のみなさまへお送りし

ています。 

 

※等幅フォントでご覧いただくと最適に表示されます。 

＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－＊－ 

みなさん、こんにちは。少しずつ冬が近づいていますね。衣服の調節をこまめに

して、大人も子どもも風邪を引かないように気を付けましょう。 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓  も く じ  〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

1. アレルギーについて Ｑ＆Ａ  

2. 「歯科治療材料によるアレルギーに関するアンケートのご協力のお願い」 

3. 我が家のドタバタ日記 『寺倉 里架』  

4. 東海アレルギー連絡会 『浜松アレルギーの会（旧：浜松アトピーの会）』 

5. 会員からみなさまへ  

6. メールマガジンについてのお問合せなど  

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

1. アレルギーについて Ｑ＆Ａ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

９月１５日に開催したアレルギー大学特別講座「食品表示をすすめる検知法・法

制度」の受講者の皆様からアンケートに寄せられましたご質問の回答がお二人の

講師から届いていますのでメルマガに掲載させていただきます。 

アンケートにお寄せいただいた皆様、大変ありがとうございました。(事務局) 

 

こちらからご覧下さい↓↓↓ 

 

 

 

９月１５日に開催したアレルギー大学特別講座「食品表示をすすめる検知法・法

制度」の受講者の皆様からアンケートに寄せられましたご質問の回答がお二人の

講師から届いていますのでメルマガに掲載させていただきます。 

アンケートにお寄せいただいた皆様、大変ありがとうございました。(事務局) 

 

（Ｑ；質問 、Ａ；回答となっています） 

 

Ｑ①；厚労省の委員会で次のようなことは検討されていますか？ 

商品の原材料が変わる際、パッケージなどへの注意喚起をするという話はありま

せんか？ 



 例えば『ビスコ』 落花生・卵使用⇒不使用  過渡期だと両方購入できてし

まう。いきなり特定原材料の使用がふえるともっと困る 

○表示制度の担保は「事故が起きたとき保健所に言う」だけでしょうか？ 

 明らかにあやしい商品（同じ中身のパッケージを変えて数社が販売。だが表示

が異なっている。）があるが、自分では検査にだせない。（分析センターは業者し

かダメと言う。）他の人が食べて事故にあわないかが心配。これを保健所にもって

いくには自分の子供にあえて食べさせ「事故をおこす」しかない。事前にストッ

プをかける手段はありませんか？ 

 

Ａ；サントリー（株）健康科学センター 講師/太田裕見さん 

太田がわかる範囲のものに回答します。内容については厚労省に確認しました。 

 

 

Ｑ①-1：商品の原材料が変わる際、パッケージなどへの注意喚起をするという話

はありませんか？ 

Ａ①-1；検討はされていません。 

Ｑ①-2；表示制度の担保は「事故が起きたとき保健所に言う」だけでしょうか？ 

Ａ①-2；国、地方（厚生局、農政局）、保健所の食品衛生関連部局に相談が出来る

体制となっています。 

 

Ｑ②；輸入商品の（アレルゲンからみた）安全性は誰が責任を持つのか? 

台湾の会社の「杏仁粉 100％」⇒実はカゼインナトリウム含 

この輸入業者は「乳糖検査」をしたが検出されず（⇔乳タンパク検査せず）小麦

由来グルコースは「グルテンフリー」だから、「小麦表示不要」というようなアレ

ルギーに関する知識が無い。 

台湾の会社⇒輸入業者⇒ゼリーに加工⇒テーマパーク：低アレルゲンプレートと

して提供 

 

Ａ②；サントリー（株）健康科学センター 講師/太田裕見さん 

輸入品（そのまま販売）だと輸入業者です。ただし、ゼリーに加工ということで

あればその製造販売者です。表示方法が正しいかどうかは、製造方法及び使用し

ている全ての原材料情報がないと判断ができません。 

  例えば、小麦由来グルコースというものがどういうものか想像がつきません

ので。 

 

Ａ②；株式会社森永生科学研究所 講師/本庄勉さん 

基本的には輸入業者が責任を持つことになると思います。 

熊本のビーフン事故では福岡の輸入業者が自主回収したはずです。 

この答えにつきましては太田さん、丹さんの意見も聞いた方が良いでしょう。 

 

Ｑ④；購入できるキット（２５万円代）のものはアレルゲンをちゃんと測定でき

ますか？（日本ハム?) 

Ａ④；株式会社森永生科学研究所 講師/本庄勉さん 

25 万円もするキットは聞いたことがありません。 

森永生科学研究所、日本ハム、日水製薬、マルハ（いずれも 1 キット 8 万円程度）



のキットならばかなりの精度で特定原材料を検出出来ます。 

海外のキットでは回収率が低くなってしまうものがありますので注意が必要です。 

また、全てのキットについて言えることですが、アレルギー体質を持つ方によっ

てアレルゲンは異なりますのでキットは原材料を検出するものであってアレルゲ

ンを検出するものではないことをご理解下さい。 

もっと詳細についてお聞きになりたい場合は株式会社森永生科学研究所の 

HP(http://www.miobs.com/)から質問して下さい。 

責任を持って対応させて頂きます。 

 

Ｑ⑤；鶏肉（ブロイラー）から卵白反応が検出された事はありますか？ 

Ａ⑤；株式会社森永生科学研究所 講師/本庄勉さん 

私の知る限りではありません。 

廃鶏の肉からは卵白が検出されますので厚労省の Q&A に対応が出たはずです。 

 

Ｑ⑥；低アレルゲンという言葉が市場で使われていますが、正しいでしょうか？ 

Ａ⑥；株式会社森永生科学研究所 講師/本庄勉さん 

「低アレルゲン」の定義がありませんので使い方が正しいとは言えません。 

また、アレルゲンはアレルギー体質を持つ方によって異なりますし、症状の程度

も様々であることを考えると全てのアレルギー体質を持つ方に共通な「低アレル

ゲン」は定義出来ないと思います。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

2. 「歯科治療材料によるアレルギーに関するアンケートのご協力のお願い」 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

歯科治療材料アレルギーについてのアンケートご協力のお願い歯科治療材料アレルギーについてのアンケートご協力のお願い歯科治療材料アレルギーについてのアンケートご協力のお願い歯科治療材料アレルギーについてのアンケートご協力のお願い    

特定非営利活動法人 アレルギー支援ネットワーク 

 

歯科治療では古くから金属アレルギーなどでは保険がきかない治療が続いていま

す。これは保険のきく治療と混在しているからです。私たちアレルギーを持つ患

者は好きこのんで高価な治療を希望しているわけではありません。しかし、金属

アレルギーなどの治療はほとんど保険がききません。保険適用の願いは強い希望

ですが、実際には患者の声が国などに届いている例は少なく、今回の私たちの取

り組みで、私たち患者・家族などの声をアンケートによってまとめ、届けたいと

思います。是非、皆様の積極的なご協力をいただけますようお願いします。 

 

こちらからご覧下さい↓↓↓ 

 

 

 

歯歯歯歯科治療材料アレルギーについてのアンケートご協力のお願い科治療材料アレルギーについてのアンケートご協力のお願い科治療材料アレルギーについてのアンケートご協力のお願い科治療材料アレルギーについてのアンケートご協力のお願い    

特定非営利活動法人 アレルギー支援ネットワーク 

 

歯科治療では古くから金属アレルギーなどでは保険がきかない治療が続いていま

す。これは保険のきく治療と混在しているからです。私たちアレルギーを持つ患

者は好きこのんで高価な治療を希望しているわけではありません。しかし、金属

アレルギーなどの治療はほとんど保険がききません。保険適用の願いは強い希望



ですが、実際には患者の声が国などに届いている例は少なく、今回の私たちの取

り組みで、私たち患者・家族などの声をアンケートによってまとめ、届けたいと

思います。是非、皆様の積極的なご協力をいただけますようお願いします。 

 

①.プロフィールをお尋ねします。 

①-1.性別  (女)／(男) 

①-2.年齢層  （  ）10 才未満、（  ）10 才代、（  ）20 才代、（  ）

30 才代、 

（  ）40 才代、（  ）50 才代、（  ）60 才、（  ）70 才代以上 

 

①-3.職業 (有)/(無)  職種(        ) 

差し支えなければ職種御記入をお願いします。 

 

①.あなたのアレルギー疾患歴は？ 

 ①-4.(  )才頃から 皮膚炎 

①-5.(  )才頃から 喘息 

①-6.(  )才頃から その他の症状・疾患 (       ) 

 

②.歯科治療材料によるアレルギー(以下、歯科材料アレルギーと表記)を知ってい

ますか。 

 （1.知っている、2.自分がそうだ、3.知り合いがそうだ、4.知らなかった） 

 

③.あなた自身か、身の回りの方で歯科治療を受ける際、材料について説明を受け

ましたか？ 

③-1.（1.受けた、2.受けていない） 

 

③-2.受けたのはどなたから？  (               ) 

 

③-3.こちらから説明を求めましたか？ （1.求めた、2.求めなかった） 

 

③-4.満足する説明は得られましたか？ （1.満足、2.不満、3.そのた） 

理 由

(                                   ) 

 

④-1.虫歯治療材料のアマルガム(水銀合金)は体内で一定の条件により溶け出す

ことがあります。 

御存知でしたか？  （1.知っている、2.知らなかった、3.その他       ） 

 

 

④-2.水銀は環境汚染物質であることをご存知でしたか？ 

（1.知っている、2.知らなかった、3.その他       ） 

 

⑤-1.合成樹脂系材料のレジンという材料を知っていますか？ 

（1.知っている、2.知らなかった、3.その他       ） 

⑤-2.レジンという材料でアレルギー症状が出る方もありますが、ご存知でした



か？ 

（1.知っている、2.知らなかった、3.その他       ） 

 

⑤-3.レジン材料は環境ホルモンが問題視されることがありますが、ご存知でした

か？ 

（1.知っている、2.知らなかった、3.その他       ） 

 

⑥-1.陶材料やガラス系材料が歯科材料アレルギーには最も無難ですが、ご存知で

したか？ 

（1.知っている、2.知らなかった、3.その他       ） 

 

⑥-2.この材料による治療は現在は健康保険で行えないのですが、ご存知でした

か？ 

（1.知っている、2.知らなかった、3.その他       ） 

 

⑦.歯科材料アレルギーという疾患に対して、無害な歯科材料による治療が健康保

険により行われるようになるべきだと考えますか？ 

（1.考えます、2.考えない） 

理由(                                 ) 

 

⑧.歯科材料アレルギーは「医原病」(医療行為によって引き起こされた二次的な

疾病)だと考えますか？ 

（1.考えます、2.考えない） 

理由(                            ) 

以下、全国アンケートの共通項目です。一緒にお答えください 

⑨歯科には健康保険の利かない治療がありますが、これに対するご意見をうかが

います。 

 （1．賛成、2．反対、3．その他（                 ） 

 

⑩健康保険の利かない歯科治療や新しい治療技術・材料を保険に取り入れること

についてご意見をうかがいます。 

 （1．賛成、2．反対、3．その他（                 ） 

 

⑪政府は健康保険のきく歯科治療をさらに制限しようとしていますが、これに対

するご意見をうかがいます。 

 （1．賛成、2．反対、3．その他（                 ） 

 

⑫現在、中国等の海外から「入れ歯」などが輸入されていますが、これに対する

意見をうかがいます。 

 （1．賛成、2．反対、3．その他（                 ） 

 

 

 

アンケートは以上です。ご協力有難うございました。今後の活動内容の参考とさ

せていただきます。 



アンケート集計結果は、後日、お知らせする予定です。 

 

以上 

 

送付先はメールによる返送でもかまいません。 

 

もし、増す刷りして印刷していただきご返送していただけるなら下記宛にお送り 

ください。 

 

************************* 

アンケートご返送先 

 

〒464-0071 

名古屋市千種区若水1-2-33 

特定非営利活動法人 

 アレルギー支援ネットワーク 

理事 栗木成治 

 

（お問合せ先）e-mail；kuriki@alle-net.com 

ｔｅｌ 070-5641-3107 

**************************  

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

3. 我が家のドタバタ日記 『寺倉 里架』 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

こんにちは  

アレルギー支援ネットワークのスタッフをしています寺倉 里架 .と申します。今

回から我が家のアレルギードタバタ日記を掲載することになりました。すこしで

もアレルギー児のいる家庭の日常生活を理解していただけるといいなあ、との思

いで書きます。宜しくお願いいたします。  

 

こちらからご覧下さい↓↓↓ 

 

こんにちは  

アレルギー支援ネットワークのスタッフをしています寺倉 里架 .と申します。今

回から我が家のアレルギードタバタ日記を掲載することになりました。すこしで

もアレルギー児のいる家庭の日常生活を理解していただけるといいなあ、との思

いで書きます。宜しくお願いいたします。  

 

ということで、しばらくこのメルマガでは我が家のことが記事になりますので今

回は、まず自己紹介をいたします。  

 

今から 11 年前の 10 月 30 日、管理栄養士である、私のところに、重度の食物ア

レルギーを持つ娘が誕生しました。難産で生まれた娘は、少し長めの入院になり



ましたが、以前流産した私は、誕生を大変喜んでいました。  

そんな中、何か彼女の状態が他の子と違うなあと度々思うことがありました。  

すると、生後 16 日目には、顔の湿疹が目立つようになり、一時はおさまったこ

ともありましたが、赤いポツポツは消えず、目の周りは、相変わらず赤い状態。

また、粉ミルクを飲むと、吐いたり、泣いたりとなかなか飲むことが出来ません

でした。  

 

そして、私は、生後 2 ヶ月と 6 日目、この様子に納得できず、主治医に電話で相

談してみました。「まあ、その程度なら、様子を見ましょう」とのこと。  

それから、事件が起きたのは、その電話の 3 日後です。粉ミルクを飲ませている

と、顔のただれた皮膚から、溢れんばかりの滲出液が流れ出てきました。生後 2

ヶ月と 23 日目の 1 月 22 日火曜日、今でも、この日のことは忘れません。  

 

私と娘との壮絶な日々が始まったのは、この日からです。  

 

ということで我が家のドタバタ日記のはじまりはじまり～～  

次回から宜しくお願いいたします。  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

4. 東海アレルギー連絡会 『浜松アレルギーの会（旧：浜松アトピーの会）』 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

今年４月に「浜松アトピーの会」から「浜松アレルギーの会」と改名しました。 

活動もメンバーも変わりないのですが、アレルギー全体を活動の中心にしている

ため、現実に合った名前にしたいと、前々から考えていた結果です。でも、さす

がにまだ新しい名前は言い慣れないでいます。 
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今年４月に「浜松アトピーの会」から「浜松アレルギーの会」と改名しました。 

活動もメンバーも変わりないのですが、アレルギー全体を活動の中心にしている

ため、現実に合った名前にしたいと、前々から考えていた結果です。でも、さす

がにまだ新しい名前は言い慣れないでいます。 

浜松市福祉交流センターの福祉関係団体に登録し、毎月の定例会の開催と会報の

発行を基本とし、ホテルでのクリスマスディナーや、老舗の和菓子職人による和

菓子作りなどを目玉企画として取り入れて活動しています。 

平成３年９月に発足し、早や１７年。年月ばかり重ねてきましたが、継続してい

くことの大変さをひしひしと感じています。反面、継続してきたことで、保健所

など公との協力体制ができたり、様々なメディアからも取材協力の依頼が入るな

ど、この地域ではある程度の位置づけができました。 

新しく入会されてくる方々は、今の悩みを少しでも解決したいと大きな期待をも

って入会されてくると思います。しかし、その期待に応えられているか、応えら

れるのか、私達の会の活動のみでは正直なところ自信がありませんでした。 

しかし、アレルギー支援ネットワークの支援と協力をいただけることで、アレル

ギー大学や防災等々、幅広い活動や取り組みが加わり、小さな会ではできないこ

とが確実に形になっています。大変ありがたく、心強い限りと実感しています。 

逆に、それに頼ってしまい、会の活動の自主性が少し崩れてきているような気が



するのも正直なところです。 

地元の会においては、身近な顔の見える仲間作りを原点にし、アレルギー支援ネ

ットワークには、アレルギーについての正しい学びの場とつながりを求め、程よ

いバランスの元に活動が継続されていければと思います。 

今の課題は、会のスタッフ不足と、アレルギー大学などの参加者の増員です。 

まずは、地元のアレルギーの知識向上のためにも、地道にコツコツと活動してい

きたいと考えています。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

浜松アレルギーの会 代表 澤栁京子 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

5. 会員からみなさまへ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

私には８歳、５歳、１歳の子供がいます。アレルギー支援ネットワークの存在を

知ったのは、３人目の子の、小麦アレルギーが分かってからです。ちょっとした

知り合いの方が、私が困惑しているのを知って、紹介してくださったのです。 

私が初めて食物アレルギーと向き合ったのは、２人目が生後６ヶ月の頃でした。

アレルゲンは「牛乳」と「生卵」の二つです。当時は初めてのことだらけで、買

い物をするのにもとても時間がかかりました。牛乳や乳成分がこんなに沢山のも

のに使われているのかと、驚かされました。その時に、「牛乳だけでもこんなに面

倒なのに、小麦のアレルギーだったら、きっともっと大変なのだろうなぁ。」と漠

然と考えていました。 

 

続きはこちらから↓↓↓ 

 

私には８歳、５歳、１歳の子供がいます。アレルギー支援ネットワークの存在を

知ったのは、３人目の子の、小麦アレルギーが分かってからです。ちょっとした

知り合いの方が、私が困惑しているのを知って、紹介してくださったのです。 

私が初めて食物アレルギーと向き合ったのは、２人目が生後６ヶ月の頃でした。

アレルゲンは「牛乳」と「生卵」の二つです。当時は初めてのことだらけで、買

い物をするのにもとても時間がかかりました。牛乳や乳成分がこんなに沢山のも

のに使われているのかと、驚かされました。その時に、「牛乳だけでもこんなに面

倒なのに、小麦のアレルギーだったら、きっともっと大変なのだろうなぁ。」と漠

然と考えていました。 

２人目のアレルギーに慣れた頃、３人目を授かりました。アレルギーのことはと

ても心配でしたが、なにより無事に生まれてくれただけで充分でした。小麦アレ

ルギーが分かったのは生後５ヶ月でした。パン粥を食べさせ、数時間後買い物先

で体中が赤くなり、ボーっとしている様子をみて、愕然としたものの、すぐに「小

麦だ」と気づきました。「小麦は大変だろうなぁ」と思っていただけに、かなりシ

ョックでした。 

母乳を飲ませたいという思いから、まずは自分が小麦除去の食生活を始めました。

幸か不幸か体重が落ち、体はすっきりしましたが、とても辛かったです。そのせ

いで、家族に八つ当たりしてしまったこともありました。その後、体調を崩した

私は母乳からミルクに切り替え、食事は普通に戻りました。（体重も戻りました） 

 



現在は、家庭で調理するものに関してはなるべく小麦を使わず、片栗粉や上新粉、

ホワイトソルガムなどを代用し、家族みんなで除去食も楽しく食べています。外

食できないのは残念ですが、いつかみんな一緒のものを食べられる日がくると信

じています。 

幸い、血液検査の結果も良くなってきています。二人目の子も、牛乳製品が少し

ずつ食べられるようになったのです。嬉しそうにヨーグルトを食べているのをみ

ていたら、涙がにじんできました。来年度、二人目の子が小学校へ上がります。

給食のことなど、不安は残りますが、少しずつ成長していく姿は何より嬉しいで

す。 

ユーコ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

6. メールマガジンについてのお問合せなど 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

★ メ ー ル ア ド レ ス の 変 更 や 、 こ の メ ー ル マ ガ ジ ン に 関 す る お 問 合 せ は 、

asn-mailmagazin@alle-net.com（担当：園木）までお願いします。また、今後、

アレルギー支援ネットワークのメールマガジンを希望されない方は、お手数です

が、件名に「配信停止希望」と書いてメールをお送りください｡（メールマガジン

配信準備の都合上、配信停止手続きと行き違いでお届けする場合がございますが、

ご了承ください。） 

 

★メルマガの転載について 

無断転載・転送を禁じます。アレルギーの会などが活動で使用する場合は、事務

局担当(園木)sonoki@alle-net.com までお尋ねください。なおメールマガジンの

メールアドレスには、返信はできません。ご注意ください。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

★会員のみなさまからのご要望、お便り、アレルギーについての疑問などお寄せ

ください。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

NPO 法人アレルギー支援ネットワーク 

◇事務局◇ 444-0802  愛知県岡崎市美合町三ノ久保 13-3, 103 

▽TEL/FAX：0564-55-5702     ▽E-mail：info@alle-net.com 

☆◆－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－◆☆ 


