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2021-2-15 第１回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議 

13時59分～15時58分 

 

○五十嵐課長 それでは、定刻少し前ですが、第１回「食物アレルギー表示に関するアド

バイザー会議」を開催させていただきます。 

 私は、消費者庁食品表示企画課長の五十嵐でございます。構成員の皆様方を御紹介する

までの間、私が司会進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 先生方には、大変御多忙のところ、構成員の就任を快くお引き受けいただくとともに、

本日御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 それでは、開会に当たりまして、伊藤消費者庁長官から挨拶をさせていただきます。 

 伊藤長官、よろしくお願いいたします。 

○伊藤長官 消費者庁長官の伊藤でございます。 

 食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議の開催に当たりまして、一言御挨拶を申

し上げたいと思います。 

 先生方におかれましては、常日頃、私どもの食物アレルギー表示行政の推進に御理解と

御協力を賜りまして、大変ありがとうございます。また、大変お忙しい、それもまたコロ

ナ禍においてお願いしたところ、本会議を快くお引き受けいただき、また、本日御出席い

ただきまして、本当にありがとうございます。重ねて御礼申し上げたいと思います。 

 さて、近年、食の多様化の影響もありまして、食物アレルギーの関心が非常に高まって

おります。消費者の生命身体に関わる重大な関心事だと思っておりまして、今後、ますま

すその重要性を増していくものと思っております。 

 この制度につきましては、アレルギーをお持ちの方が安心して食品を食べられるように、

平成13年４月に食品衛生法の下で施行され、平成21年９月から消費者庁において運用して

おります。現在、表示義務対象品目として７品目、表示推奨対象品目として21品目を指定

しております。消費者庁が発足して以降で考えますと、平成25年にカシューナッツとごま、

令和元年にアーモンドが表示推奨品目にはなっておりますけれども、消費者庁において運

用を開始してから新たに義務化に至った品目はない状況にあります。 

 この度、この表示制度を適切に運用していくために、専門家の皆様に御協力いただく体

制をきちんと整えていく必要があろうということで、この会議を設置することにしたもの

であります。 

 特に、症例数の急増が確認されておりますくるみの義務表示化につきましては、喫緊の

課題であると考えております。令和元年７月に開催された消費者委員会食品表示部会にお

きましても、くるみの義務表示化に向けた検討を行うことについて、賛同を得ております

ので、まず、できるだけ早くくるみの義務表示化ができるように、幅広く御議論を賜れれ

ばと思っているところであります。 

 食物アレルギーの表示が、食品を安全に選ぶための判断材料として重要な役割を果たし
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ているということでございますので、今回、とりわけまずくるみをということでございま

すが、この制度全般につきましても、引き続き適切な運用ができるように先生方にお力添

えをいただきたいと思っております。このことをまた切にお願いいたしまして、私からの

挨拶に代えさせていただきたいと思います。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

○五十嵐課長 長官、ありがとうございました。 

 ここで冒頭カメラ撮りのみの方については、御退席をお願いいたします。 

 続きまして、本会議の座長ですが、人間総合科学大学の丸井先生にお願いすることとし

ております。 

 丸井座長から一言御挨拶をいただきたいと思います。 

○丸井座長 このアドバイザー会議の御参加の先生方、今日はどうもありがとうございま

す。お足元の悪いところと言いたいところですけれども、今日はWEB会議でよかったと思っ

ていただければと思います。 

 またかという感じもありますけれども、私は先ほどのお話にあった平成13年の食物アレ

ルギーの表示をどうするかというところから厚生労働省のお手伝いをすることに始まりま

した。その後、厚生労働省と農林水産省の表示に関する共同会議で表示全般について色々

とお手伝いをさせていただき、それが実質的に現在、消費者庁で表示についてずっと関わ

ってきています。今日、御出席の先生方には、初めの段階からずっと御協力いただいてい

る先生方もいらっしゃいます。 

 今回は、くるみについてということで、くるみを糸口にしてこれからの食物アレルギー

の表示をどうするかというところを御議論いただき、お考えをお聞かせいただければと思

っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○五十嵐課長 丸井座長、ありがとうございました。 

 続きまして、構成員名簿に従いまして、先生方の御紹介をさせていただきたいと思いま

す。 

 国立医薬品食品衛生研究所の穐山先生です。 

 同じく、国立医薬品食品衛生研究所の安達先生です。 

 あいち小児保健医療総合センターの伊藤先生です。 

 昭和大学の今井先生です。 

 独立行政法人国立病院機構相模原病院臨床研究センターの海老澤先生です。 

 藤田医科大学ばんたね病院の近藤先生です。 

 別府大学の高松先生です。 

 京都大学の丸山先生です。 

 続きまして、消費者庁からの出席者を紹介します。 

 政策立案総括審議官の津垣でございます。 

○津垣審議官 よろしくお願いします。 
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○五十嵐課長 食品表示企画課課長補佐の髙橋でございます。 

○髙橋課長補佐 よろしくお願いします。 

○五十嵐課長 では、これからの進行は、丸井座長にお願いいたします。 

○丸井座長 それでは、正確に言いますと「食物アレルギー表示に関するアドバイザー会

議」第１回目を開催させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、資料の確認ということで、事務局から説明をよろしくお願いします。 

○髙橋課長補佐 資料は事前に送付させていただいております。 

 なお、セキュリティ上、消費者庁から資料の画面共有は行うことができませんので、お

手数ですが、事前に送付させていただいた資料を御確認願います。 

 先生方におかれましては、お手元の資料に過不足がございましたら、進行中でも構いま

せんので、事務局にお申し付けください。 

 それから、今後の進行におきまして、発言等をする際には、挙手と名前をお願いいたし

ます。 

 丸井座長、お願いします。 

○丸井座長 それでは、議事に入りたいと思います。 

 とはいうものの、事務的なというか、実質的な話に入る前の手続が色々とございます。

まず、議事次第にあります「アドバイザー会議の設置について」について、事務局から説

明していただきます。お願いします。 

○髙橋課長補佐 それでは、資料１の「食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議 申

合せ事項（案）」について御説明させていただきます。 

 まず、第１として、この会議の趣旨ですけれども、くるみによる食物アレルギーの症例

数の急増を受けまして、消費者委員会食品表示部会におきまして、食物アレルギー表示制

度の消費者庁への移管後初となる、くるみの義務表示対象品目への追加の検討を行うこと

に賛同の方向性を得たところです。 

 これを契機としまして、今般、消費者庁におきまして、以下、アドバイザー会議としま

すけれども、アドバイザー会議を開催して、食物アレルギー表示制度の適切な運用のため

に、医学的、分子生物学的見地等に立った専門家の皆様の御意見を伺うことをこの会議の

趣旨とさせていただきたいと考えております。 

 第２として「構成員等」とありますけれども、（１）アドバイザー会議の構成員は、消

費者庁において委嘱する別紙に掲げる者とします。先ほど皆様の紹介をさせていただきま

したので、ここでは皆様のお名前を紹介するのは割愛させていただきます。 

 （２）アドバイザー会議に座長を置き、座長は消費者庁においてあらかじめ指名する者

とします。丸井先生に座長をお願いしましたので、進行は丸井座長にお願いしております。 

 （３）座長は、アドバイザー会議を統括するとしております。 

 （４）座長に事故があるときには、あらかじめその指名する構成員が、その職務を代理

するものとしております。 
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 「第３ 運営」ですけれども、（１）アドバイザー会議の庶務は、消費者庁食品表示企

画課において処理することとします。 

 （２）座長が必要と認めるときは、テレビ会議システムを利用し開催することができる

こととします。 

 （３）座長が必要と認めるときは、構成員以外の関係者にアドバイザー会議への出席を

求め、意見を聴くことができることとしています。 

 （４）会議、議事録等は原則として公開とするが、自由な発言が制限され、公平かつ中

立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は個人の秘密、企業の知的財産等が開

示され、特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合において、座

長が必要と認めるときは非公開とすることとしています。 

 （５）アドバイザー会議の資料は、消費者庁ウェブサイトにおいて公表することとして

います。ただし、座長が、公表することによって検討に著しい支障を及ぼすおそれがある

と認めるときその他正当な理由があると認めるときは、資料を非公表とすることができる

こととしています。 

 （６）アドバイザー会議の議事録については、各回終了後、構成員の了解を得た後で、

消費者庁ウェブサイトにおいて公表することとします。 

 （７）この申合せ事項に定めるもののほか、議事の手続その他アドバイザー会議の運営

に関し必要な事項は、座長が別に定めることとしています。 

 以上でございます。 

○丸井座長 どうもありがとうございました。 

 資料１について、御説明がありました。その中で、幾つかの点を私の方で片付けておく

必要がありそうなことがございますので、それについてお話ししたいと思います。 

 １つ目は、会議の進め方。先ほどお話がありましたけれども、今回、食物アレルギー表

示の検討の上で、恐らく、先生方から個別の症例のお話や未公開の研究データ等々につい

てもお話があることが予測されます。 

 そういうこともありますので、会議について、公開としますと、設置趣旨にもございま

すけれども、消費者庁がこの会議に求めている医学的又は様々な生物学的な知見の収集に

関して、自由な発言が制限されるということもあろうかと思われます。あるいは、特定の

者に不利益をもたらすこともおそれとして考えられますので、先ほど御紹介がありました

申合せ事項の「第３ 運営」の（４）に基づいて、非公開で進めたいと考えております。

先生方、いかがでございましょうか。 

 よろしければ、簡単に手でも挙げていただければ、それで。 

（同意する委員あり） 

○丸井座長 どうもありがとうございました。 

 そういうことで、議事録については、概要のみの公開ということにいたしたいと思いま

す。これも御賛同いただけると思います。 



5 

 

 さて、まだ案でございますけれども、資料１の申合せ事項に御質問などございますでし

ょうか。もし何かありましたら、ミュートを解除して御発言いただければと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 特に御質問がないということで、会議は非公開、そして議事録は概要の掲載ということ

で、事務局で進めさせていただくことになると思います。 

 もう一つですが、次に申合せ事項の案の「第２ 構成員等」の（４）に座長に事故があ

るときには、あらかじめその指名する委員がその職務を代理するという項目がございます。

私に何かあり、来られなくなったというときにお手伝いいただく委員ということです。 

 この代理として、海老澤先生にお願いできればと考えております。海老澤先生は、食物

アレルギー表示制度に初めからずっと深く携わられていらっしゃいますし、現在も食物ア

レルギー又はアレルギー診療の臨床の中心として国立病院機構相模原病院で御活躍されて

います。また、即時型の食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査も実施していただ

いております。 

 ということで、海老澤先生に座長代理をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

○丸井座長 ありがとうございます。御異論はないということで、海老澤先生、一言よろ

しくお願いします。 

○海老澤構成員 丸井先生、皆様、どうもありがとうございます。 

 丸井先生に万が一のことはないと思いますけれども、代理を務めさせていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○丸井座長 どうもよろしくお願いいたします。 

 できるだけ海老澤先生のお世話にならないように、私が進めていきたいと思っておりま

す。 

 さて、それでは、具体的な議事に入っていきたいと思います。 

 お手元にございますが、資料２を使いまして、くるみの義務表示化の経緯につきまして、

事務局から御説明いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○髙橋課長補佐 それでは、資料２「くるみの義務表示化の経緯等について」を御覧くだ

さい。 

 令和元年７月に消費者委員会食品表示部会に報告した即時型アレルギーの全国実態調査

の結果を中心とした資料としておりますので、内容につきましては簡潔に説明させていた

だきます。 

 次のページへ進んでください。食物アレルギー表示制度の今までの経緯ですけれども、

令和元年にアーモンドを加えて、現在、義務表示７品目、推奨表示21品目が表示対象とな

っています。 

 次のページへ進んでください。表示対象品目の詳細と現在の表示制度における表示方法

を示したものです。義務７品目と推奨21品目の詳細は、資料の中央部にあるとおりです。
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下段の「表示例」ですけれども、表示方法に関しましては、どの原材料や添加物に特定原

材料等が含まれているのかが分かるように、個別表示を原則とした上で最後にまとめて表

示する一括表示についても、個別表示がなじまない場合は可能という制度にしています。

この表示方法は、食品表示基準策定の段階でアレルギーの患者団体と意見交換をして、そ

こで上がった意見も参考にこういった表示方法にしております。 

 次のページを御覧ください。過去３回の全国実態調査における症例数と重篤な症例数の

上位20品目を抽出したものです。 

 資料中の括弧のついた数字が順位で、その下にある数字が症例数を示しておりまして、

例えば平成24年度の１位を見ますと「鶏卵」で1,153症例あったということを示しておりま

す。 

 黄色で塗り潰していますけれども、「くるみ」を御覧ください。上段に症例数、下半分

に重篤な症例数を示していますが、ともに急激な増加傾向が見られています。 

 次のページを御覧ください。先ほどのデータの基になっているものが、こちらの全国実

態調査の方法等を示したものです。今日御参加いただいている先生もそうですけれども、

アレルギーの専門医の皆様に御協力いただいて、おおむね３年おきの症例の傾向を確認し

ております。 

 次のページを御覧ください。平成30年度の全国実態調査の結果から導かれた考察と結論

です。資料中に「27品目」という数字がありますが、この報告書はアーモンドが加わる前

のものですので「27品目」という数字を載せております。27品目に起因するアレルギーの

症例は約94％となっていて、表示の管理対象としてのカバー率は十分であるといったこと

が示されています。 

 一方で、平成30年度時点で表示対象とされていなかったアーモンドやくるみを含む木の

実類による症例数の増加が見られ、この増加に関しては注視が必要と考察が出されており

ます。 

 次のページへ進んでください。食品表示基準を改正する際には、必ず消費者委員会に意

見を聴くことが食品表示法の中で規定されています。当然、くるみを義務化する際にも食

品表示基準を改正する必要がありますので、諮問することになります。 

 全国実態調査で増加が見られたくるみとアーモンドについて、くるみは推奨表示から義

務化へ、アーモンドは推奨表示品目へ加えることを食品表示部会に令和元年に報告しまし

た。その際に、くるみの義務化に当たっては、くるみによる症例が急増していたので、こ

の増加が一過性でないかを確認する必要があること、表示を科学的に検証するための検査

法が必要であることを併せて報告しました。 

 次のページに進んでください。くるみの義務化の検討を始めることについて、消費者委

員会食品表示部会からは反対の意見はありませんでしたが、表示部会の委員からは、こち

らに示したような意見が上がっております。 

本日御参加いただいている安達先生も食品表示部会に御参画いただいておりますけれ
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ども、安達先生からは方向性について賛成の御意見をいただきました。 

 今村委員は、厚生労働省時代にアレルギー表示制度の創設に深く関わった方ですけれど

も、今村委員からは、くるみの義務化に関して、検査法が必要との意見をいただいており

ます。 

 小松委員は、事業者の方ですけれども、くるみのほか、木の実類にアレルギーを有する

方への検証も必要ではないか、そういった他のデータが必要ではないか、更には、諸外国

の事例も含めて評価が必要ではないかという意見をいただいております。 

 消費者系の委員として、宗林委員からは、くるみを義務化するに当たって、交差反応に

関するデータ等が必要なのではないかといった意見をいただいております。 

 くるみの義務化の経緯の資料２については、以上です。 

○丸井座長 どうもありがとうございました。 

 先ほど資料１の申合せ事項で確認いたしましたけれども、ここから先は具体的な個別の

症例のお話等が出てくると思いますので、非公開として議論を進めていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、ここから非公開ですけれども、実質的な会議に入っていきたいと思います。 

 

（報道関係者退室） 

 

 

○丸井座長 それでは、我々だけになりましたので、具体的な議事に入りたいと思います。 

 お手元の資料３を御覧ください。まず、資料３に基づいて、これからの主要な検討課題

について、事務局から御説明いただきます。そして、その後、資料４に基づいて、先ほど

も喫緊の課題と長官からお話がありましたけれども、くるみの義務表示化に向けた検討に

ついて、事務局から説明していただきます。 

 ということで、まず、事務局から資料説明をしていただいて、その後、先生方の御意見、

御質問等に移りたいと思います。 

 それでは、事務局、どうぞお願いいたします。 

○髙橋課長補佐 それでは、資料３と資料４、参考資料について御説明させていただきま

すので、まず、資料３を御覧ください。このアドバイザー会議におきまして御検討いただ

きたい内容の案を示しております。 

 まず、当面の間は、症例数の増加が確認されているくるみの義務表示化を最優先の課題

として御議論いただきたいと考えております。それから、くるみの議論が落ち着いた段階

で、現行の食物アレルギー表示制度について御議論いただきたいと考えております。 

 具体的には、１つ目は、今回のくるみのように、検査法の開発に最低でも数年を要する

こととなるため、全国実態調査の結果を基に、推奨表示品目の中で優先的に試験法の開発

を進めていく品目を挙げ、開発を進めておくことで、新たな品目が義務化となる際に少し
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でも早く進められるようにしておくこと。 

 ２つ目として、義務表示品目及び推奨表示品目を追加するに当たって、少なくともどう

いったデータが必要かということを確認して、品目追加の指標となるようなものを示すこ

とができるかどうかといったことの御議論。 

 ３つ目として、個々の表示対象品目の範囲について、例えば乳であれば、現在、牛乳が

表示対象で、羊の乳やヤギの乳、水牛の乳は対象にしていません。麦に関しましては、小

麦を表示対象としておりますけれども、国際的には大麦やライ麦、グルテンを含む食品が

対象となっています。それから、推奨表示の部分でいえば、例えばオレンジでいえばネー

ブルオレンジ、バレンシアオレンジだけが対象となっているといった表示の対象の範囲が

適切かという点の、主に３つの考えられる議題を挙げております。 

 それから、その他として、構成員の皆様からこういった課題があるといったことを御意

見いただければと考えております。 

 資料３は以上です。 

 このまま続けて資料４の説明に入らせていただきたいと思っておりますので、お手元に

資料４を御用意ください。 

 では、資料４の説明に入ります。資料４と参考資料６をお手元に御用意ください。 

 まず、資料４です。「くるみの義務表示化に向けた検討」ということで、義務化に当た

っての課題や消費者庁で現在進行中の事業を中心に説明させていただきます。 

 まず、くるみの義務化を検討するに当たって、他の木の実類、特に交差反応性を示すこ

とが報告されているペカンナッツの取扱いについて、御議論をお願いしたいと考えており

ます。 

 植物分類学上、くるみは、くるみ科くるみ属に分類されていて、ペカンナッツはくるみ

科ペカン属に分類されていて、属は違いますけれども、科は同じグループに入っています。 

 次に、それぞれの症例数や消費量について、資料の上段にある表を御覧ください。平成

30年度の全国実態調査におきまして、くるみは251例上がっています。一方、ペカンナッツ

は３例報告されている状況です。 

 ここで消費量について見てみますと、消費量につきましては、国産があまり多くないこ

ともありますので、貿易統計の輸入量からデータを引用しています。くるみの輸入量が、

2019年ですと約１万7000トンに対して、ペカンナッツは452トンの状況です。ともに輸入量

は10年前の2009年から比べますと増加はしておりますが、ペカンナッツは、くるみと比較

しますと少ない状況です。 

 ここで参考資料６を御覧ください。海老澤先生から全国実態調査の速報値を頂いており

ます。 

 くるみは、今回の調査においても更に増加が見られています。それから、ペカンナッツ

は平成30年度の３件から、速報値では10件に増加している状況です。 

 現時点で把握しているくるみとペカンナッツに関するデータは以上ですが、本日、近藤
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先生から参考資料７として提供いただいている資料がありますので、こちらは後ほど近藤

先生から御説明をお願いしたいと思っております。 

 また資料４に戻っていただきまして、先ほど、くるみとペカンナッツの状況について説

明させていただきましたけれども、これまで表示対象品目を決めてきた経緯もございます

ので、一応、留意事項として記載しております。 

 現行のアレルギー表示の対象品目は、症例数や重篤な症例数を基に決めていた経緯があ

る。 

 それから、平成20年に、えびとかにを義務化したときは、当初、えびの義務化から始ま

って、交差反応性を示すほかの甲殻類は、えびアレルギーの患者の詳細な調査結果から、

甲殻類全てを対象とするのではなく、当時のデータで反応性がそれほど高くなかったシャ

コやオキアミ、カメノテといったものは表示対象から外して、えびとかにだけを義務化し

た経緯があります。 

 それから、先ほどの説明と重複になりますけれども、国際的な観点からすると、麦類に

ついてはコーデックスをはじめ、欧米では小麦のほか、大麦やライ麦といったグルテンを

含むものを表示対象としていますが、我が国では小麦だけを表示対象としています。これ

は症例数として上がっているのは小麦が多くて、大麦やライ麦の症例数はそれほど上がっ

ていないことが背景にあります。 

 それから、現在の表示制度におきまして、食品の対象の範囲は日本商品標準分類を基本

としておりますけれども、今、くるみは推奨表示ですが、ペカンナッツは推奨表示の対象

とはしていないといった経緯がございます。 

 次のページに進んでください。ここからは、くるみの義務表示化に向けて、現在行って

いる調査や今後必要となりそうな調査事業について説明させていただきます。 

 まず、現在行っている事業が３つあります。次のページに進んでください。 

 １つ目は、先ほど参考資料６で速報値に触れましたけれども、海老澤先生、今井先生を

はじめとして、全国実態調査を今行っております。こちらは、来年度末に取りまとめられ

る予定となっています。 

 次のページへ進んでください。次に、加工食品からくるみを検出するための公定検査法

の開発に着手しています。 

 食品衛生協会という団体に業務を委託して、参加企業を募ったところ、エライザ法にな

りますけれども、定量検査法で３社、それから、PCR法になりますけれども、定性検査法で

２社応募がありまして、現在、抗体作成のための抗原の調整やプライマーの設計を行って

いただいているところです。検査法の開発に関しましては、今日御出席の安達先生、穐山

先生にも御協力いただいているところです。 

 次のページに進んでください。参考までに、業務委託先の日本食品衛生協会のホームペ

ージを載せております。 

 次のページへ進んでください。日本食品衛生協会には、検査法開発のほかに、食品製造
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業者におけるくるみの使用実態に関する調査を依頼しています。 

 現在、調査結果を取りまとめておりますので、速報値として申し上げますと、実態調査

の回答は約360社からありまして、その３分の１の120社がくるみを使用しているとの回答

を得ております。 

 どんな食品に使用しているかというと、ローストナッツ、ミックスナッツといったくる

みそのものが分かるような食品のほかに、お菓子、パン、総菜に比較的多く使用されてい

る状況です。それから、数としては多くないのですけれども、ドレッシングやレトルト食

品、アイスクリームにも使用されているという回答を得ております。 

 加工食品中ではくるみがどんな形状で使われているかと申しますと、原形をとどめてい

るものもありましたが、ペーストや粉状になって使用されているものもあるといった回答

が得られております。 

 それから、使用しているくるみの産地については圧倒的にアメリカ産が多い状況で、品

種についてはチャンドラーという品種が多い傾向にあります。 

 正式な結果につきましては、次回以降のアドバイザー会議で報告したいと考えておりま

す。 

 次のページに進んでください。参考までに、事務局が申し上げた使用実態の調査票の内

容を示しています。 

 次のページに進んでください。次のページも調査票の一部を示しております。 

 次のページに進んでください。今後予定している調査事業です。 

 既に海老澤先生、近藤先生に御相談させていただいておりますけれども、くるみとその

他の木の実類との交差反応性に関する情報収集や解析に関する調査事業を実施予定です。 

 それから、海外の調査に関しましては、表示対象品目と過去に他の省庁等で行った結果

もありますので、それとはかぶらない形で表示制度の運用状況、例えば罰則の有無とか、

国で示すような検査法があるかといった日本との違いがあるかといったところを確認した

いと考えております。 

 その他に、参考までに、平成20年に、えびとかにを義務化したときの調査事業を「参考」

として載せております。表示対象となる部分を決めるために、当時はえび、かにですので、

動物の分類学的な調査等を行っておりますので、平成20年当時のものと比較して、今後、

他に必要な調査事業があれば、先生方から御意見をいただきたいと考えておりますし、調

査事業の優先順位についても御意見をいただければと考えております。 

 資料４につきましては、以上です。 

 次に、参考資料について簡単に説明させていただきますので、参考資料１を御覧くださ

い。先ほど申し上げた令和３年度に予定している予算を伴う事業を示しております。これ

らのほか、必要な事業を行って、エビデンスを集積し、本会議で皆様から御意見をいただ

いて、最終的に消費者委員会にくるみの義務化を諮問するといった流れまでを示している

ものです。 
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 参考資料２を御覧ください。平成30年12月に食品表示法の一部を改正したときの資料な

のですけれども、今、表示ミスをした場合に、事業者が自主回収という手段を取る場合が

あるのですが、それを国の方でどんな自主回収が行われているかというのを把握する仕組

みがありませんでした。 

 そこで、平成30年12月に食品表示法の一部を改正して、表示事項の中でも特に安全性に

関する表示、例えばアレルギーの表示、保存方法、消費期限といった表示が対象となって

くるのですけれども、そういった安全性に関する表示を理由に自主回収をした場合には、

その自主回収について届出義務を課すこととしています。この制度が今年６月１日からス

タートする予定です。これによって食物アレルギー表示のミスによる自主回収案件も確認

できることになります。 

 参考資料２については、以上です。 

 次に、参考資料３を御覧ください。推奨表示に関する事業者の表示状況の調査です。ア

ーモンドを追加する前に実施した調査ですので、20品目を対象としています。 

 全体で653社から回答があって、うち30社は推奨表示対象品目の対象商品がないという

ことで、実質８割弱、大体77％が推奨表示についても表示しているという回答が得られて

います。表示をしていない又は可能な限り表示している企業が２割という結果が得られて

おります。 

 次に、参考資料４を御覧ください。オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、日

本の表示制度を外国人観光者向けに解説するための資料を作成しています。 

 この資料の４枚目のところでピクトグラムを使ってアレルギー表示対象品目を示してい

て、例えばお土産屋さんやレストランなどでもコミュニケーションが取れるような形でこ

のように資料にしています。 

 次の参考資料５を御覧ください。参考資料５はこの英語版のものです。 

 新型コロナウイルスの影響もあって、外国人観光客が来られない状況ですので、まだ配

布はしていないのですけれども、いずれかのタイミングで公表する予定です。英語のほか、

中国語、韓国語版も作成しております。 

 参考資料６につきましては、先ほど資料４の説明で触れさせていただきましたので、説

明は割愛させていただきます。 

 事務局からの説明は以上です。 

○丸井座長 どうもありがとうございました。 

 先ほどの事務局からの御説明にありましたが、近藤先生からの資料で参考資料７がござ

います。くるみとペカンナッツの交差反応性に関するデータですけれども、これについて、

近藤先生から御説明いただけますでしょうか。 

○近藤構成員 イムノブロットについてお話しさせていただきます。くるみは脂質が非常

に多いので、最初はMCL1キットとコカ抽出と２つ行ったのですが、結果としてはMCL1キッ

トでやったほうが、バンドがたくさん見られたので、今回それを皆様に提示しています。 
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 MCL1キットについて少し説明しますと、界面活性剤が多いので、疎水性のたんぱく質も

抽出できるという利点があります。その代わり、欠点としては、抽出抗原数が増えるため

に、分子量から見た場合のたんぱくの同定が少し困難になるという欠点があります。 

 次に、用いたくるみは、先ほどお話にもありましたチャンドラー種、いわゆるカリフォ

ルニアで栽培されたペルシャグルミです。 

 それから、ペカンナッツに関しては、テキサス州の州木と書いてありましたが、アメリカ

から輸入したペカンナッツを用いています。 

 ４枚目を御覧ください。患者の血清情報が載っていて「○」が書いてあるものですけれ

ども、これが患者さんの血清情報なのですが、誘発年齢と誘発症状、くるみのIgE値、Jug 

r 1のIgE値が記載されています。 

 誘発年齢に関しては、３歳、１歳、５歳、14歳、11歳、３歳、７歳、年齢が分からない、

４歳、あとは未摂取なので年齢は記載されていません。 

 誘発症状に関しては、左から順に、アナフィラキシーが２症例、腹痛、嘔吐が３番目の

症例、次が蕁麻疹、11歳で発症した人は腹痛と蕁麻疹、３歳で発症した人はせきと蕁麻疹、

７歳で発症した人は嘔吐、年齢が分からない発症した人は嘔吐で、４歳で発症した人は咳

となっています。 

 後半には、Jug r 1の測定がまだできなかった頃の症例が含まれています。最初の９名ま

でが、摂取してアレルギーがあった人たちで、その後の６人が未摂取でくるみのIgEが高い

ために除去している人の血清を用いました。 

 イムノブロットですが、２枚目と３枚目を見ていただいて、２枚目がくるみで、３枚目

がペカンナッツになります。御覧いただいて、大体の印象としては、ほとんどよく似たと

ころにたくさん反応しているということであります。 

 ４枚目にくるみ、ペカンナッツでどこに反応しているかというのをまとめた表があるの

ですが、低分子のほうは分子量から見たアレルゲンの同定は割と分かりやすいのですが、

44～58kDaに関しては、たんぱく質が非常に密集しているので、これが本当に正確にそれぞ

れJug r 4、Jug r 6、Jug r 2かどうかというのは少し分からないところがあります。この

ようにくるみとペカンナッツで「○」のところを比べてみても非常によく似ているという

ことが分かりました。 

 以上です。 

○丸井座長 近藤先生、どうもありがとうございました。 

 これで一通り資料に基づいた説明が終わりました。事務局からは本会議の主要な検討事

項の案のお話、それから、くるみの義務表示化に向けた検討に関わる周辺の説明、そして、

ただいま近藤先生からくるみとペカンナッツの交差反応性に関する説明をいただきました。 

 これから色々と御意見をいただく内容としては、資料３にもございますけれども、くる

みと交差反応性が高いペカンナッツをどうするかというのが一つのポイントです。そして、

既に消費者庁で実施予定の事業がございましたが、その他にくるみの義務表示化に向けて
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検討していく上で、何か必要な調査項目があるかどうかという辺りを念頭に置いて御意見

をいただければと思います。 

 また、資料３を見ていただきますと、１、２とありまして、１は今お話ししたとおりで

す。 

 ２も事務局から説明がありましたけれども、現行の食物アレルギー表示制度の検証も非

常に重要なテーマですが、今回に限っていいますと、時間の制限もありますので、資料３

にありますように、まず、優先度の高いくるみの義務表示化について意見交換をしていた

だいて、そして、もし時間の余裕がありましたら、資料３の２についても触れていけばと

考えています。資料３の２につきましては、今後の会合の中でも議論できていくと思いま

すので、焦らずにまとめていきたいと思います。 

 ということで、一通り事務局からの説明、近藤先生からのお話がありました。 

 今回は初めてですので、既にそれぞれお顔なじみの先生方もいらっしゃいますけれども、

構成員の名簿は恐らく、あいうえお順になっておりますので、あいうえお順でお一人ずつ

発言していただくことにしたいと思います。先ほどお名前だけ事務局から読み上げさせて

いただきましたけれども、先生方にそれぞれ簡単な自己紹介を併せてしていただければと。

全体としての時間の都合もありますので、お一人３分ぐらいでお話しいただければと思い

ます。 

 ということで、資料１の裏側にあります構成員名簿の順番ということで、あいうえお順

で穐山先生、次に安達先生という順で御意見がございましたら、ぜひいただきたいと思い

ます。 

 穐山先生からよろしいでしょうか。お願いします。 

○穐山構成員 国立医薬品食品衛生研究所の穐山と申します。この会議に参加させていた

だいてどうもありがとうございます。 

 御説明いただいたところで、一つ、ペカンナッツの交差反応性について議論するという

ことなのですが、今、開発法の事業で既に先ほどお示ししました会社に開発依頼をしてい

るところであります。 

 これは一応、今の食品標準分類表にのっとって、結局、くるみだけを狙うという趣旨で

開発を依頼しておりますので、交差反応性を含めた形で範囲を決めるとなると、また開発

をやり直してもらわなければいけないという話になりますので、ここは初めに決めておい

ていただければと思います。 

 もう抗体ができてしまっているところもありますので、エライザ法に関しては、これか

ら交差反応性は吸収をかけて特異性を少し上げるところなのですけれども、PCRに関して

はペカンナッツとくるみを分けるという観点で開発をしていますので、もしそこが違うと

なると、もう一回開発の依頼をかけなければいけないということになってきますので、こ

こは早い時期にどうするかを決めていただければと思っております。 

 あと一つ、くるみの表示もそうなのですけれども、こういったアレルゲン表示に係る調
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査事業に関しては、どうしてこういうものを選択したかというのをできればウェブサイト

において英語で海外にお示ししていただければと思います。リスク管理として、日本はど

うして義務表示化又は推奨表示に持ってきたという経緯をできればウェブサイト上に英語

でお示ししていただければと思います。 

 なぜかといいますと、国際的なアレルギー表示のハーモナイゼーションがかなりのスピ

ードで進んでいまして、日本に対しての期待の圧が結構強いのです。そういった情報は日

本からなかなか出てきていないところが、多分、海外からも色々と依頼があるのですが、

なかなかそこが出てきていない。そこが今、かなり悩んでいるところであります。 

 消費者庁としては国内の問題だと思いますけれども、これは日本の食品の信頼性あるい

は輸出拡大にも絡んできますので、ここはこの事業の中で、ぜひ何とかしていただければ

と思っております。 

 以上です。 

○丸井座長 どうもありがとうございました。 

 先ほどお話ししましたように、まず、お一人ずつ簡単にお話しいただいて、また他の先

生方を聞かれた後で、ああ、それだ、これもということがまたあると思いますので、まず

はお一人ずつお願いしたいと思います。 

 安達先生、どうぞよろしくお願いします。 

○安達構成員 国立医薬品食品衛生研究所の安達でございます。私は、実際の加工食品中

のアレルゲンの検査法の開発及び改良といった業務を担当しております。 

 今回のくるみに関しましては、くるみとペカンナッツの問題なのですけれども、先ほど

穐山先生が仰っていたとおりでして、私自身は、くるみとペカンナッツは属も違いますの

で、アレルゲンの表示の中のくるみの範疇の中にペカンナッツは含めないほうがよいので

はないかと考えておりますが、先生方の御意見をぜひ伺いたいと思っております。 

 検査法に関しましては、以前、厚生労働研究班の中でくるみのエライザ法に向いている

検査法が１回開発されたことがございます。販売には至らなかったのですけれども、かな

り最終的なところまでいったキットがございました。その場合もペカンナッツに対する交

差反応性を完全になくすことはできなかったのです。くるみに対する反応性のほうが明ら

かに高いのですけれども、市販の加工食品でペカンナッツを含んでいるものなどを測定し

ますと値が出てきてしまいますので、エライザキットでくるみとペカンナッツを完全に分

けることはできないと思うのですが、交差反応性をできるだけ押さえたキットを確立する

ことと、確認検査法のほうのリアルタイムPCRではくるみとペカンナッツを確実に区別で

きるようにするという形で検査法を作っていければと考えております。 

 私からは以上でございます。 

○丸井座長 どうもありがとうございます。穐山先生、安達先生のお二人からペカンナッ

ツをどうするかということをそのお立場からお話しいただきました。 

 偶然ですけれども、次から伊藤先生、今井先生、海老澤先生、近藤先生はどちらかとい
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うと臨床のほうからのお立場でお話をいただくと思います。 

 伊藤先生、どうぞお願いします。 

○伊藤構成員 あいち小児保健医療総合センターの伊藤と申します。消費者庁の会議には

初めて御指名をいただいて、ありがとうございます。食品表示のことについては、もちろ

ん臨床現場で非常に重要なことと思っておりますので、精いっぱい務めさせていただきた

いと思います。 

 くるみの重要性が増していることは、今、臨床データのどこを切り取っても間違いない

事実で、実は私たちも愛知県の医師会が独自に愛知県の中で数年間にわたって愛知県下の

救急指定の病院全てを対象としたアナフィラキシーの受診患者の調査をここ４年間やって

います。この中でも明らかにナッツ類、もちろんピーナッツが多かったですが、それを超

える勢いでナッツ類が増えていて、昨年度のデータでも既に小麦を超えるぐらいナッツ類

のアナフィラキシーが実際に発生していますので、まさにくるみを義務表示化するのは本

当に的を射たところだと思っています。 

 問題になっているペカンナッツとの交差なのですが、構造上の類似性から考えると、臨

床的には100％近く交差反応するだろうと考えていますので、実際に私たちは患者指導と

して、くるみとペカンナッツは同等に注意しなさいという注意喚起をしています。 

 ただ、現場でペカンナッツによるアナフィラキシー事例は、データも関心がありました

ので、見せていただいてよく分かりましたが、実際に非常に少ないことは事実だと思いま

す。恐らく、日本における消費量がまだまだ極めて少なくて、小さい子供さんが何気なく

食べるものにはむしろそんな凝ったものは使われていなくて、ちょっと高級志向の特定の

ケーキ屋さんみたいなところでの使用量とか、ちょっと高級なお菓子に使われているので、

子供の口に入らないということかもしれないのですが、私たちもペカンナッツによる事故

は実際に現場で見ることはほとんどありませんが、くるみアレルギーの方には例外なく全

て注意喚起していますので、誤食をあらかじめ防がれているということかもしれないです。 

 ですので、患者の立場からいくと、くるみは表示されているけれども、ペカンナッツは

きれいに外されているとなれば、もし今後、ペカンナッツの国内の消費量がもっと普及し

てきたときに、それは表示漏れという意味でペカンナッツによるアナフィラキシーが表に

出てくることはかなり目に見えていると思います。今は消費量が少ないことが幸いしてい

るだけだと思っていますので、その辺りは、現場としてはどちらも含めた表示のほうがい

いのではないかという気はしています。 

 ただ、実際にどこまで臨床的に交差反応をするかということに関しては、我々はくるみ

の経口負荷試験はたくさんやっていますが、ペカンナッツの経口負荷試験はさすがに頻度

からいって患者側にニーズがないので、あえてペカンナッツの経口負荷試験をやりません

かということは、日本国内では患者さんに対して研究し切れないのではないかと思ってい

ますので、ここの交差性に関しては海外の文献をしっかりと検索して、実際に臨床的な交

差反応がどのぐらいあるかというデータは、文献的にしっかりと詰める必要があるかと思
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います。 

 ただ、両者を区別するための手段が必要ということはもちろんで、PCRなどでそこが二次

検査としてきれいに区別できるという手段を持っておくことは非常に重要だと思いますの

で、両方を併せて検出できる手段と、きちんと識別できる手段の両方をきちんと開発する

ことは非常に重要なのではないか思います。 

 まずはくるみとペカンナッツについての意見は以上とします。ありがとうございます。 

○丸井座長 どうもありがとうございました。臨床のお立場からの意見をまずいただきま

した。 

 次に、今井先生、お願いします。 

○今井構成員 昭和大学小児科の今井です。よろしくお願いします。今回、この会議に加

えていただきまして、誠にありがとうございます。海老澤先生の下でずっと疫学調査に関

わらせていただいてきております。 

 前回の調査から、先ほども御紹介いただきましたけれども、くるみの数が急激に増えて

きて、最初は、何かの間違いかなと思って追っかけていたのですけれども、結局、年度に

わたってずっと同じペースでこういう状況が続きましたので、実際、最近、我々も実臨床

で多く経験するところになってきておりますので、理由は不明ですけれども、間違いなく

増えてきているという実態があると思います。 

 伊藤先生が仰っていただいたのとかぶりますけれども、現状でくるみとペカンナッツを

分けて表示することになってしまうと、我々は本当にくるみとペカンナッツの交差性が臨

床的にどうであるかというところは、負荷試験をやって確認しているわけではないので分

からないのですが、指導としてはペカンナッツもやめなさいという指導をしている以上、

これが分けて表示されてしまうと、言い方は悪いですけれども、結局、使えない表示にな

ってしまうわけです。くるみが入っているのは分かるけれども、ペカンナッツが入ってい

るかどうか分かりませんということになってしまうと、患者サイドで考えた場合には必ず

しも適当な判断ではないのかなと思います。 

 なので、一番いいのは、くるみのアレルギーを起こしている患者さんが明らかに圧倒的

に多いと思うので、了解を得てペカンナッツの負荷試験をさせていただく。十分量である

必要はないと思うのですけれども、ごく少量の負荷試験をしてみて、症状が誘発されるの

が確認できれば一番いいと思いますが、倫理上、なかなかできない可能性も十分にあると

思いますので、過去の文献等から参考にするしかないとは思っております。 

 以上です。ありがとうございます。 

○丸井座長 今井先生、どうもありがとうございました。 

 海老澤先生、今画面が出ないようですけれども、音は聞こえていらっしゃいますか。 

○海老澤構成員 聞こえています。 

 カメラの調子が悪くて、申し訳ございません。 

○丸井座長 音は非常にクリアに届いておりますので、海老澤先生からどうぞ。 
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○海老澤構成員 ありがとうございます。 

 皆さんが仰ったことでかなりカバーされてしまって、臨床的なことは伊藤先生と今井先

生が言ってくれているので、基本的にはそれの解決方法としては、例えば前回えびとかに

をやったときに、えびのほうが圧倒的に症例数は多かったわけですけれども、かにについ

ても一緒に義務表示化した。検知法に関しては、たしかPCR法で区別することができたとい

うことをしているので、今回もそんな感じになっていくのかなという気がしました。 

 くるみに関して、先ほど消費者庁からデータをお示しいただいたとおり、今は未発表な

のですけれども、先ほど参考資料６で、今やっているデータにおいても間違いなく増えて

きておりまして、このタイミングで義務表示化にかじを切っていただいたのはすごくタイ

ムリーなことだったのではないかと思います。 

 ちょっとくるみと外れますけれども、先ほどのセカンダリーの、主要な検討課題の２に

ついて、皆さんに知っておいてほしいことを一言だけお話ししておきたいと思いますが、

今、奈良県立医大にいる今村先生と私とで義務表示、推奨表示という項目を当時の厚労省

の食品安全部で、僕は研究班の立場で決めていくときに、何のデータを基にしたかという

ことについて、皆さんはもう20年前のことなので、御存じでない方も多いと思うので、一

言だけ。 

 1998年から1999年にかけて、昭和大学の僕の恩師だった飯倉洋治先生が研究班の班長を

していて、そこで全国の食物アレルギーのデータをどうやって取るかという議論になった

のです。当時はまだモニタリングという前向きの調査はしていなくて、レトロスペクティ

ブに100床か200床だったか、僕も定かではないのですけれども、ベッド数を持っていると

ころに調査をかけるということをしたわけです。そのときにデータが出てきて、４症例以

上の症例が24あったことから、枠を決めるところから始まったのです。 

 結局、そのときに後ろ向きにやったのでリコールバイアスとか色々なものがあって、今

のモニタリングのデータとマッチングしないところも多々あるというものが、幾つか色々

な問題がある項目もあると思うのですけれども、24品目が決まったのです。そういった経

緯がございます。 そういうものがベースになって、これが動いてきていて、過去に厚労

省でも、かつ消費者庁でもそれをどうやって覆していったらいいかという話には多々なっ

ていたのですけれども、結局、食品会社からも一度始まったものをやめていくのは意外と

難しい作業だということもあって、それで今まであまり見直しとかそういうものはなくて、

追加、追加で今の28まで至ったという状況があるということを皆さんに知っておいてほし

いと思います。 

 以上です。 

○丸井座長 海老澤先生、どうもありがとうございました。そもそもの始まりのところの

お話もしていただいて、改めて考えていく材料になると思います。ありがとうございます。 

 次に、先ほど資料を御紹介いただきましたけれども、近藤先生、どうぞお願いします。 

○近藤構成員 藤田医科大学の小児科の近藤です。 
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 先ほど皆様にお見せしたのは、イムノブロットの検討で、いわゆる交差抗原性までは見

ていないわけです。 

 先程お見せした資料を作った後に、アレルギーがはっきりしている９名中の５名におい

て、エライザインヒビションを行っています。今回、皆様にお見せすることはできなかっ

たのですが、エライザインヒビションではくるみのアレルギーの人の血清を使って行った

ところ、５名中５名全員がペカンナッツに対して交差抗原性を示したというデータが出て

います。こういったことから、私は今後、血清学的な交差抗原性に関する検討を、イムノ

ブロットインヒビション、あるいはBAT、EXiLEという手法を使って調べていきたいと考え

ています。 

 それから、先ほど穐山先生が海外的な交差反応性という話をしておられましたが、私は

画面を共有させることはできますでしょうか。 

○五十嵐課長 すみません。セキュリティ上、共有ができない仕組みになっています。 

○近藤構成員 今、皆様は、これを僕が選んだら見せられるのですか。できませんか。 

○丸井座長 見えます。 

○五十嵐課長 結果的にできました。 

○近藤構成員 これは海外で、スイス、イギリス、イタリア、スペインとかヨーロッパで

行っている臨床的交差反応性の研究なのですが、これを見ますと『jaci』に論文が出たも

ので、くるみとペカンナッツ、他のナッツ類と見ているのですが、他のナッツ類とくるみ

は交差反応性はほとんど0.3とか0.36という感じで低いのですが、くるみとペカンナッツ

に関しては0.76と高いことが知られていますので、日本ではほとんどペカンナッツを食べ

ないので分からないのですけれども、これを見ると、海外において両者は高率に交差反応

性を示すのではないかという感じを持っています。 

 以上です。 

○丸井座長 近藤先生、ありがとうございます。 

 今回は非公開ですので、見せていただいてありがとうございます。大丈夫でした。 

 では、あいうえお順で、次に高松先生、お願いできますか。よろしくお願いします。 

○高松構成員 別府大学の高松です。今回は、このような会議に出席させていただきまし

て、大変ありがとうございます。 

 私は、管理栄養士として実際に給食を作る保育・教育施設の現場、病院の栄養指導等で

関わらせていただいております。また、近藤先生のところで食物アレルゲンの研究もしば

らくさせていただいておりまして、かんきつ類のアレルゲンについて、症例等も少し集め

させていただいておりました。 

 くるみとペカンナッツの件なのですけれども、最近、保育園で特に多いのですけれども、

くるみ、他にカシューナッツをおやつで召し上がった後に初発で症状を誘発して、病院に

受診したという例を卒業生とか実際に働いておられる栄養士、管理栄養士の皆様からよく

報告を受けております。ですから、実際に医療の現場だけではなくて、集団給食を作成す
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る現場でもナッツは少し気をつけたほうがいいという風潮が高まっております。 

 一方で、保護者の方々も、ピーナッツは九州のほうでは割とそんなに多くはないのです

けれども、先生からくるみとかピーナッツのアレルギーがあると言われたら、ナッツ全般

を除去する傾向にありまして、特に地方になりますと、専門医の先生が少なくて、食物経

口負荷試験を適宜やってくださる医療機関も少ないことから、安全のためにどうしてもナ

ッツを食べないという傾向にあるように思われます。 

 給食の現場からいいますと、ナッツはミネラルの給源ということで、ごま等も含めまし

て栄養素を補給するためには、本当は大事な食品でもありますので、今回、くるみのアレ

ルゲンと検知法が確立することによって、よりしっかりと食べられるものと食べられない

ものが分けられるという意味では前進になってくるのではないかと考えております。 

 以上です。 

○丸井座長 高松先生、ありがとうございます。 

 では、丸山先生、お願いします。 

○丸山構成員 京都大学農学研究科の丸山です。この度は、このような食物アレルギーの

会議に参加させていただいて、ありがとうございました。 

 これまで、海老澤先生、伊藤先生らと血清を使わせていただいて、アレルギー診断、重

要なアレルゲンコンポーネントの解析をさせていただいております。今回の会議でもでき

る限り貢献できるように頑張りたいと思います。 

 これまでの先生方のお話も既にたくさん出ていますけれども、ペカンナッツとくるみの

件は、近藤先生のきれいなデータと海外からの論文も多数あるということで、血清学的に

交差反応が必ずあるのは、一次構造から見ても恐らく間違いないのかなと思います。あと、

海外のデータからも、品種間でもくるみでほぼ似たようなパターンのイムノブロットを示

していることからも、恐らくどの品種でも同じように症状が出ることが推察できると思っ

ております。 

 以上の感じを受けましたけれども、近藤先生のデータは非常にきれいで、色々な低分子

のLTPとかも反応するのですか。色々なコンポーネントがイムノブロットで検出されてお

りますので、そのような情報も海外のデータとも照らし合わせて、交差反応も含めて重要

なコンポーネントを見ていくのが大事かなと感じております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○丸井座長 丸山先生、どうもありがとうございます。 

 構成員の中で、ずっとしゃべっておりますけれども、私がまだ発言しておりませんので、

若干の自己紹介を兼ねてお話しさせていただきます。 

 私の元々のバックグラウンドは疫学、公衆衛生で、今日御出席の先生方とは大分違う立

場で、物事をどうしてもマクロに見る癖がついております。例えば今回のくるみ、ペカン

ナッツについても、くるみは先ほど事務局からお話がありましたように、近年、消費量が

ぐっと増えてくると。増えてくれば、それだけそれでアレルギーになる方が出てくるとい
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うこともあります。 

 くるみとペカンナッツは、名前としては２つ並びますけれども、先ほどのお話のように、

消費量が極めて大きく違うという背景があります。この２つをどのように表示していくか

というのは、もちろんまだ議論があるところですが、実際にどういうたんぱく質が入って

いるかということ、どういう症状が出るのか、アナフィラキシーの方がどれぐらい出るの

かということと同時に、全体としての大きい見取り図、言わば先ほどのような消費量、そ

れから食文化も大きく影響してくるわけです。アメリカではピーナッツによるアレルギー

があれほど大きい問題で、日本ではそうでもない。そういうことで、当然ですけれども、

食生活や食文化が変化していくと、問題になってくる食物も変わってくるということがあ

ります。先ほど来の実態調査でケースがどんどん増えてきているのは、そうやって消費が

増えてきていることを反映していると思いますし、そういう意味でこの時期に表示を義務

化していくことは十分に考えなければいけない、いい時期だと私も考えております。 

 その上で、先ほどからお話ししたように、どのように表示していくかということになり

ますと、実際にアレルギーを起こす方、そうでない一般の方もいるという全体を見ながら、

表示をどのようにしていくかということで、これからくるみ、ペカンナッツについて、ま

た改めてきちんとした説明の仕方、あるいは先ほど最初に穐山先生からお話がありました

けれども、日本は世界的にも食物アレルギーの表示が非常に先行している国として責任も

あると感じているところです。ざくっとしたことをお話ししました。 

 今日は、一応４時までということで時間を取っていただいております。 

 一通りお話しいただきましたけれども、後からお話しされた先生方のお話を聞いて、自

分はこれも少し付け加えたいということがありましたら、特に初めのほうにお話しになっ

た先生方から追加のお話があれば、ぜひ出していただきたいのですけれども、いかがでし

ょうか。 

 穐山先生、どうぞ。 

○穐山構成員 ありがとうございます。国衛研の穐山です。 

 これは先生方にコンセンサスを得ていただきたいのですけれども、丸井先生の表示班で

2000年に始まった食物アレルギー表示制度で、先ほど海老澤先生がお話ししましたように、

この範疇は食品標準分類で決めてスタートしたということであります。 

 そのときの議論で、アレルゲン性を考えて表示の範疇を決めるべきではないかという議

論もあったのです。そう考えると、例えば小麦にライ麦、大麦も全部含めるべきでありま

すし、えび・かにの中に、その他の甲殻類でアミ類もかなりの交差反応性があるので、こ

こも含めてえびと表示する。どういう表示をするか分かりませんが、そういうことで今ま

できていた。でも、それを行わなかったわけです。推奨に含めなかったということであり

ます。 

 義務教示は、えびとかには両方ともかなりの摂取量がありますし、えびアレルギーの患

者さんで、かにが食べられる人がいるということもあったので、その人たちのために、え
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びとかにを分けて義務表示化したということであります。日本だけがこんなことをやって

いるのですけれども、海外は甲殻類でくくってしまっていますが、日本はきめ細かい表示

制度をやってきたということであります。 

 ただ、今回も例えばくるみアレルギーの患者さんで、ペカンナッツが食べられる人はど

うするかとか、そういうことも考えなければいけないと思うのです。そうすると、もしペ

カンナッツを範疇に含めるとなると、表示をどうするかということになってきます。つま

り、ペカンナッツをくるみとして表示するのか、ペカンナッツという義務表示をもう一つ

入れるのかという話になってくるわけです。ここにコンセンサスを得ていただきたいと思

っています。 

 多分、臨床の先生方から考えれば、当然、安全性サイドを考えると、ペカンナッツも含

めるべきだというのは仰るとおりなのですけれども、このメンバーに産業界がいないわけ

です。産業界の立場で意見を言える人がいないと思われます。 

 表示は、丸井先生の研究班のときには、産業界も含めて表示をどうするかということを

考えていたのだと思うのです。産業界も含めて、患者代表も含めてどう表示するかという

ことを考えて、スタートして、産業界も我慢して製造管理、品質管理をやってきて何とか

うまくいってきているところだったのです。もしこれをアレルゲン性で考えて表示をすべ

きだと考えると、産業界からもそんなのは無理だという話で、もしそんなことをするのな

ら、あえてアレルゲンを故意に入れて表示するという方向のほうが産業界としては楽です。 

 そのようなことで、あえてそういうことで厳しくしてしまうと、産業界は、今度は別の

ことを考えますから、それが患者さんにとって良いことなのか。そこはできればレギュラ

トリーサイエンスとしてリスク管理で考えなければいけないことなのですけれども、安全

性サイドに立ったときにどういう影響があるかということも、このメンバーでは分からな

いのではないかと思っています。もし入れるなら、産業界の意見も聞いていただきたいと

思っております。 

○丸井座長 よろしいですか。 

 穐山先生、発言どうもありがとうございます。 

 恐らく、既に事務局から話があった事業以外に何かするべきことはあるかというところ

に関わると思いますけれども、確かに表示を始めるときには、臨床の立場、検査の立場、

患者さんの立場があり、そのほかに製造業者、流通業者、販売業者、細かいところでは香

料関係の方も入っていただくということをして、非常に裾野の広い議論をした記憶があり

ます。 

 今の穐山先生のお話の中で、非常に大事なところの一つは、可能性表示とも関わります

けれども、それならば、微量を入れて表示してしまえば、それで責任は逃れられるという

ところにつながってくることもあるわけです。日本のようにその辺りを個別にきめ細かく

表示をするという考え方と、世界的な考え方というか、グループ化して類で話をしている

ところと、それぞれの立場があると思います。今、穐山先生から御指摘が色々とありまし
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たが、事務局から何かございますでしょうか。 

○五十嵐課長 穐山先生、御指摘ありがとうございます。 

 くるみに関しては、丸井先生がおっしゃったとおり、調査事業の中で各企業に実態把握

ということで意見を聞いております。ですので、来年度の事業の中で産業界の意向等を聞

くのは可能です。 

 一方で、このアドバイザー会議でアドホックな形で事業者の方に来ていただいて意見を

聞くということはあるのだと思います。しかし、今の産業界の感じだと、適任者が見つか

らない場合、基本は反対という意見しか出てこない可能性もありますので、構成員として

入るかというのは、また検討させていただきたいと思いますが、まずは来年度の事業の中

でまずはくるみ、また、ペカンナッツについても産業界の意見を聞くということをしたい

と思います。 

 それから、先生が仰った表示の範囲ということはすごく重要なポイントで、そもそもペ

カンナッツを入れるべきかどうかという話についてですけれども、ここで資料４の１ペー

ジ目をまた改めて御覧いただきたいと思います。麦類の表示の範囲の話が出ておりました

けれども、なぜ今は小麦だけを表示対象としているかというのは、症例数を基にしている

からです。一つ事実関係ということで、もう一度リマインドさせていただければと思いま

す。 

 以上です。 

○丸井座長 事務局からの御説明もありました。 

 穐山先生に御発言いただきましたが、ほかの先生方。 

 海老澤先生、どうぞ。 

○海老澤構成員 厚労省でえび、かにの表示を義務化したときの会議の構成メンバーは、

僕も記憶が定かではないのですけれども、たしか産業界の方々にも来ていただいて、ヒア

リングというか、そのような形でやったような気もします。ただ、そのときに構成員に入

っていたかどうかは定かではない。 

 あと、えびとかにを分ける、分けないということ、更に軟体類とか貝類までどうしてい

くのかということに関するそのときの臨床的な調査研究で、臨床のサイドと検知法のサイ

ドとで総合的にコンタミネーションの話とかも含めて、最終的には厚労省で何回か議論を

重ねて決めていったような記憶があります。 

 今回のペカンナッツは、日本での摂取量が非常に少なくて、患者さんの症例も少ないの

で、かにと同等に捉えるのはすごく難しいのかなとは思うのですけれども、臨床的なデー

タを取っていくことが難しい場合には、海外の負荷試験のデータを参考にしてということ

もあるかとは思うのですが、日本の患者さんが実際に取ったことがあるかどうかというこ

とすらも多分あまり調べられていないと思うので、そのような点も含めて、我々臨床サイ

ドでペカンナッツとくるみの関係性に関しては調べていく必要があるかと思っています。 

 以上です。 
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○丸井座長 ありがとうございます。 

 調べていくのも事業化されるということですか。 

○五十嵐課長 はい。御指摘を踏まえて、先生の御協力を得ながら事業の中でやっていけ

ればと思います。 

○丸井座長 分かりました。 

 今の海老澤先生のお話は、おそらく、やや研究的なレベルで実際に進めていただけるお

話のようです。 

 伊藤先生、どうぞ。 

○伊藤構成員 あいち小児の伊藤ですが、穐山先生の趣旨は多分理解したつもりなのです

が、周辺のことで少し教えていただきたいのですが、今、先生方というか、今開発されて

いるくるみの検出系というのは、くるみの中で色々な品種があると思うのですが、くるみ

属であればどんな種であっても全て網羅すると考えてよろしいですか。 

○穐山構成員 そうです。結局、くるみのバラエティーで持ってこられるものに関して全

て検出するという趣旨でやっております。 

 ただ、ペカンナッツとは区別してやっていますが、そこを別々に作れということになっ

てくると、また企業に負担をかける必要が出てくると思います。それはそれでいいのです

が、今までとの方向転換がかなり出てくる。今までの大麦、ライ麦と小麦、えび・かにと

甲殻類、牛乳、山羊乳と羊乳と関係の趣旨が今までの考え方と違ってくるわけです。 

 つまり、今までは原材料が入っているか、入っていないかという考え方で表示をしてき

たわけです。例えば牛乳だったら牛の乳だけですね。 

○伊藤構成員 多分、臨床的にはほかの乳とも交差反応するのだけれども、あえて牛乳だ

けを狙った。 

○穐山構成員 羊乳と他の乳は対象外。推奨にも入っていないです。だから、ペカンナッ

ツを推奨に入れるという手もあるのですけれども、今はオキアミも推奨に入っていません

ね。 

○五十嵐課長 はい。 

○穐山構成員 だから、この考え方が変わってくると思うのです。 

 くるみを例にして、もしペカンナッツも入れてしまうとなると、では、麦類は小麦とラ

イ麦もどうするのですかと。だから、ライ麦を小麦として表示するのですかという話もで

てきますね。 

○伊藤構成員 先生、今の表示はともかくとして、検出系として、今の牛乳は、ヤギや他

の乳は交差的に。 

○穐山構成員 エライザはある程度交差しますけれども、吸収はかけています。つまり、

羊とかの抗体を吸収にかけて、できるだけ牛の乳の抗体の特異的なところをエライザで狙

っているということです。 

○伊藤構成員 あえてそういうことをやっているのですね。 
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○穐山構成員 そうです。 

○伊藤構成員 エライザとしては、やらないほうが楽なエライザがつくれるのだけれども、

あえてそれをやっているということですね。 

○穐山構成員 そうです。 

 なぜかというと、牛乳は義務表示ですけれども、羊とかの乳は義務表示ではないのです。

だから、羊乳と書けば、基本的に書かなくてもいいわけですね。 

○伊藤構成員 分かりました。ありがとうございます。 

 もう一つ、念のために質問なのですが、くるみ属の中で、今のところくるみとペカンナ

ッツだけを問題にしていて、今のところそれ以外で考えておくべきくるみ類の食品はない

と考えていいですね。 

○穐山構成員 くるみを原材料としているのならば、交差反応性の中で一番考えなければ

いけないのはペカンナッツだけだと思います。 

○伊藤構成員 分かりました。ペカンナッツの扱いは、確かにそういう意味では考えると

ころが。 

○海老澤構成員 多分、交差抗原性はすごく近いところからある程度離れたものと色々と

あると思うのです。だから、どこでラインを引くかというのはすごく難しい話になってく

るのです。 

 僕は国際的なGMフードの食品のアレルゲン性の仕事もしていて、そこでどれをもってア

イデンティカルあるいは相同性としていくかという議論とかを色々とやってきたのですけ

れども、そこはなかなか難しくて、多分、穐山先生から言われたことをクリアにいくのは

非常に難しいかとは思いますので、多分、今までの原理原則にのっとってやっていくのが

基本的には正しい方法なのかなと思うので、臨床的なサイドからくるみのアレルギーの患

者さんに対してペカンナッツを除きなさいと言っていることと、今回の表示を同じように

していくことに関しては、ちょっと問題があるのかなとは思いました。 

 今までは抗原性、検知法と１対１対応ということで、基本的には義務表示等を決めてき

たわけですから、多分、その線にのっとっていかないといけないのかなと。そこに解決策

としてどういう方法があるのかなというのを、多分、このアドバイザリーで話し合ってい

くのかなという気がしました。 

 穐山先生、そんな感じですか。 

○穐山構成員 ありがとうございます。 

 これは先生が言われたとおりに、今までの方針でやっていくほうが、特に産業界は混乱

しないと思うのです。 

 ただ、もしここで方向転換をすると、当然、今度は小麦とか牛乳、甲殻類の議論に移っ

てくると思うのです。 

○海老澤構成員 そこでどこまでの交差抗原をインクルードしていくかという議論は、な

かなか決着がつかないところがありますね。だから、逆にそこに踏み込んでしまうとまず
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いのかなと思います。方向転換をしていってしまうと、収拾がつかなくなると思います。 

○穐山構成員 食品表示法が2015年にスタートしてから、聞くところによりますと、違反

だと即罰に値する可能性が十分にありますね。そうすると、企業としては大変な負担をか

けることになります。私の意見ですけれども、義務表示になると、結局、製造管理、品質

管理でこれから大変なことになってきますので、そこは慎重にお考えいただければと思い

ます。 

○丸井座長 先生方、色々とありがとうございます。 

 伊藤先生、どうぞ。 

○伊藤構成員 ２つコメントなのですが、一つは、小麦、大麦の問題を例に出されている

ので、私たちの経験を少しお話しすると、大麦アレルギーの患者さんは実際にいるのです

けれども、麦御飯を食べるとアレルギー反応が出る。今のところ、その子たちは例外なく

重症の小麦アレルギーなのです。なので、純粋な大麦アレルギーの患者はいなくて、重症

の小麦アレルギー患者の一部が軽く大麦に交差反応してくるという一方通行の関係だけで

す。免疫療法で小麦が少し食べられるようになると、大麦は平気になります。 

 ということで、大麦に関しては、相当重症の小麦アレルギーの人に限って、僅かな量の

大麦を気にしなければいけなくて、そのことは臨床現場ではあまり問題になっていないの

です。 

○穐山構成員 先生の仰るとおりだと思います。小麦の患者さんで大麦が食べられる人が

いるということですね。 

○伊藤構成員 たくさんいます。むしろたくさんいて、重症者の一部だけが大麦にも交差

反応するという感じです。 

○穐山構成員 だから、えびの議論のときには、藤田保健衛生大学大学の宇理須先生が解

析して、えびの患者さんで63％はかにを食べられないのだけれども、34％は食べられると。 

○海老澤構成員 それは僕らがやったのです。 

○穐山構成員 そうですね。すみません。 

○伊藤構成員 えび、かにはその関係はなかなか難しいです。 

○穐山構成員 そうです。だから、そのデータでないと、義務表示化にできないのではな

いかな。 

○伊藤構成員 我々の今の感覚は、くるみの人はほぼ100％ペカンナッツに反応するだろ

う、しかも同等レベルの重症度で反応するのではないかと我々臨床医としては思っている

ものだから、少し現場のニーズが違いますというお話をしているのです。 

 あと、えび、かには甲殻などの問題で、どうしても水産的に排除し切れないという問題

が絡んでいたと思うのですが、この点はペカンナッツに関していうと、意図的に原材料に

ペカンナッツを使わなくて、コンタミネーション的にペカンナッツの混入に気をつけなく

てはいけないような生産現場の場面はどのぐらいあるのかという辺りは、生産者側の人た

ちの切実なところかと思うのです。その辺りの情報を少し確認する必要があるかなと先生
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のお話を伺って思いました。それが私の言いたかった２番目です。 

○丸井座長 ありがとうございます。 

 非常に重要なところを幾つも提示していただいて、先ほど海老澤先生にもほとんどまと

めのような形で発言いただいたと思います。 

 非常に重要なところは一通り出てきたと思いますが、事務局は特によろしいですか。も

しこの時点で何かあれば。 

 委員の先生方から色々と事務局への宿題が投げかけられていますが、どうぞ。 

○五十嵐課長 一点、事務局から確認させて下さい。 

 今回、事務局として一番御議論いただきたかったくるみとペカンナッツの取扱いのお話

ですが、既に穐山先生、安達先生のところで公定検査法の開発をお願いしているところで

ございます。公定検査法の開発は時間を要するものであるため、くるみとペカンナッツを

どうするか、もしペカンナッツが入ってくるのだったら、恐らく公定検査法の開発には更

に時間を要するという話になってくると思います。今日の結論だと、今までの麦や乳、そ

れから甲殻類における方針を踏まえて、今回はそれを踏襲ということで、ペカンナッツに

ついては義務表示化の方向では進まないという理解でよろしいでしょうか。 

○海老澤構成員 今日のこの時点で方針を決定するのですか。もうちょっと調査とか色々

な情報を集めてからやっていかないと、今日初めて皆さんで集まって、いきなりその方向

性をぱっと決めていくことはなかなか難しいのではないかと僕は思っていました。 

○丸井座長 そうですね。先ほど海老澤先生からも現場で少し経口負荷試験のようなこと

をしてみようかというお話もあって、今日、結論までいかなくてもいいですね。 

 穐山先生、どうぞ。 

○穐山構成員 これは安達先生と相談しなければいけないのですけれども、先ほど言いま

したように検査法の開発の方針が変わってくるので、早いうちにそこの方針は決めていた

だければと思いますが、今年度は既にスタートしてしまっています。 

 方向転換ということであれば、我々が伝えていかなければいけないのではないかと思い

ますけれども、もしどうしてもいうことであれば、ペカンナッツを推奨に入れるか、入れ

ないかという話にはなるかもしれないです。 

○丸井座長 その可能性はあるだろうと思います。いきなりくるみとペカンナッツを並べ

るのではなくて。 

○海老澤構成員 穐山先生、企業に対しての検知法の指示はさっき簡単に説明していただ

いたのだけれども、具体的にこういう仕様書でやったのだというのを正確に教えていただ

けますか。 

○穐山構成員 一応、安達先生が座長なのですけれども、多分お示しできると思います。 

○海老澤構成員 だから、その情報がここにも来ないと、僕らとして、その情報がないと。 

○穐山構成員 一応、ここに書かれている事業の詳細については、消費者庁の依頼で食品

衛生協会を通しての事業なので、そこは出していただけると思います。 
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○海老澤構成員 だから、もし方向性がこういう方法でというふうに決まっているのだっ

たら、それを覆すのは大変な話になってしまうので、そう簡単な話ではないではないです

か。 

○穐山構成員 そうです。 

○海老澤構成員 だから、それは基本的には覆せないというのがベースでいかないと、ま

ずいでしょう。 

○穐山構成員 そうですね。 

 ただ、先生方の御議論で、どうしてもここを入れるという話になったら。 

○海老澤構成員 いや、だから、僕らは義務表示をしろと言っているわけではなくて、臨

床現場では当然、くるみのアレルギーの患者さんに対してはペカンナッツを食べられない

と僕らは指導しているけれども、それは別にくるみが義務表示になって、ペカンナッツが

義務表示にならなかったとしても、今みたいに日本での消費量が少ない状態であれば、多

分、日本人でペカンナッツを食べるとか、加工品に入ってくるという状況は今の時点では

そんなにないから、今の時点ではきっと問題ないかなとは思うのだけれども、将来的にや

たらとペカンナッツが使われて、くるみの代わりにどんどん入ってきてしまったりすると

まずいかなという状況が将来的には起こるかもしれない。 

○穐山構成員 そのときはペカンナッツを推奨表示あるいは義務表示にすればいいことで

はないですか。 

○海老澤構成員 だから、そういうことで、今としてはくるみだけを義務表示化していく

のが、検知法をもう言ってしまっているわけだから、先生的にはその線でいくしかないの

ではないですか。 

○穐山構成員 その通りです。それで御了解いただければ。 

○海老澤構成員 だから、それは今の加工品の現場からすれば、臨床現場では多分大丈夫

なのかなとは思う。 

○丸井座長 そうですね。臨床現場での問題、そして、表示は臨床現場だけではなくて、

社会全体へのメッセージでもありますので、その辺りのところは何か事務局でありますか。 

○五十嵐課長 くるみの使用状況とか、どういう形態で使われているかというのは、今ま

さにオンゴーイングの実態調査でやっておりますので、次回には結果をお示しできればと

思っております。 

 それから、先ほどの仕様書についてですが、簡単な形ですが、資料４の６ページで公定

検査法の開発事業者を公募したときのウェブサイトを載せております。「２．事業の概要」

のところですが、このような形で食協に事業者を応募してもらって、公定検査法の開発を

お願いしています。 

○丸井座長 今のお話で、くるみについては調査しているけれども、ペカンナッツについ

ては調査していないのですね。 

○五十嵐課長 まだです。 
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 必要があれば、また来年度の事業で行いたいと思っております。 

○丸井座長 全体として、そのようにして１年単位で、後になっていくのがよいのかどう

かというのもありますけれども、そういうことで、今日、色々と御意見を頂いて、事務局

もこれからあと何をするかという見当が少しついていると思います。 

 今日はかなり活発な御意見をいただいて、先ほどのものでいきますと、資料３の２のほ

うにはほとんど入らずと言いながら、穐山先生からも２に関わるお話をしていただきまし

た。日本の食物アレルギーの表示の原則をどのように守っていくか、変わるのかというこ

とまで含めて御意見を頂きました。その辺りは、この先まだ議論が必要なことだと思いま

すし、それ以前にくるみとペカンナッツについて、今日はまだ結論が出ているというわけ

ではありません。お話の中でどういう方向がよいかというのは大体見当がついてきている

ように思いますけれども、恐らく、このアドバイザー会議のこれからの日程などもあると

思いますので、ひとまず議論を終わりにして、これから先の流れについて、事務局からお

話しいただければと思います。 

○五十嵐課長 本日は長い時間、どうもありがとうございました。 

 くるみの義務表示化に向けて、今回議論に上がった公定検査法の話については、引き続

き国衛研で開発などを進めていただきたいと思います。このほか、今回先生から御指摘い

ただいた点、すなわち、症例における交差反応性の話とか血清の話、くるみ、ペカンナッ

ツを含めて、特にペカンナッツの方は今どういう形で使われているかということ等になり

ますが、そういうことにつきましては、来年度の予算を活用して、事業化できる内容につ

いて、今後、事務局で精査していこうと思います。この事業の企画を行う際にも、先生方

にまた個別に御相談させていただく場面があると思いますが、そのときはまたどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 それから、今、丸井座長からありました本日議論ができなかった資料３の２については、

今後、くるみの件が落ち着きましたら、第２回目以降でまた御議論いただきたいと思って

おります。 

 今後の日程についてですが、来年度、今年度を含めてですけれども、各事業の最終成果

を待たずに、中間報告といったところで本会議をまた開催させていただければと思ってお

ります。具体的な日程については、後日また調整させていただきたいと思っておりますの

で、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

○丸井座長 ということで、色々と御意見をありがとうございました。私もこの２時間の

先生方の議論の中で、ペカンナッツも含めてくるみの表示について、かなり焦点がはっき

りしてきたと思います。これから先、また色々と御相談することが出てくるかと思います

けれども、今日は本当に色々とありがとうございました。 

 ということで、もう時間にもなりましたので、本日のアドバイザー会議はこれで閉会と

させていただきます。 

 先生方、どうもありがとうございました。 


