
群馬県立小児医療センターアレルギー感染免疫・呼吸器科部長
山　田　佳　之

（聞き手　池田志斈）

　鶏卵による消化管アレルギーによる嘔吐と思われる乳児例についてご教示く
ださい。
　９カ月の男児、朝９時に離乳食として、十分加熱した目玉焼きの卵黄部分の
1/3程度を、おかゆや野菜（今まで摂食あり）とともに摂食し、その後10〜12
時まで眠り、起こしたときに嘔吐。顔色不良で活気なく、生あくびをするため
12時30分に受診。視線は合うが診察で泣くことはなかった。点滴確保中に嘔
吐２〜３回あり、その後元気に啼泣し始めた。今回２回目の卵黄摂食であった
が、生後８カ月時に初めて固ゆでした鶏卵の黄卵部分を食べたあと、およそ12
時間後に顔面蒼白で嘔吐を繰り返す、今回と同様のエピソードがあった。今回
の血液アレルギー検査（RAST）で、卵白、卵黄、ナボムコイドは陰性でした。
　１．「新生児期の粉ミルクによる消化管アレルギー」と同様の機序と考えて

もよいのでしょうか。乳児期に卵黄のアレルギー症状として、消化管症
状の嘔吐が起こることはあるのでしょうか。

　２．この場合の禁食の期間の設定について。
　３．いつからどのようにして卵黄、卵白の摂食を開始すればよいか、開始は

できるのか。
　４．その他留意点、注意点などについて。
　ご教示ください。

＜大分県開業医＞

鶏卵による消化管アレルギー

　池田　山田先生、鶏卵による消化管
アレルギーの疑いがある乳児例につい
て質問が来ています。これは実際、鶏
卵のアレルギー症状としてよいのでし

ょうか。
　山田　世間でいわれているような食
物アレルギーとは少し異なるタイプか
と思いますが、これも一つの鶏卵のア
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の検査が考えられています。牛乳由来
のミルクなどの場合には牛乳抗原によ
るリンパ球刺激試験のようなものを行
います。またアトピーパッチテストと
いう、食物抗原によるパッチテストを
行って抗原を推定しようという試みが
されています。
　池田　それはなかなか難しい方法で
すね。
　山田　標準化が一つの問題といわれ
ています。
　池田　この乳児の場合は、２回もそ
ういうエピソードがあるので間違いな
いだろうということですが、今度は食
べさせていいか悪いかということにな
って、多くの場合は食べさせない方向
になると思うのですが、どのくらいの
期間食べさせないのでしょうか。

　山田　このタイプの消化管アレルギ
ーは、牛乳由来のミルクで発症するこ
とが圧倒的に多いのですが、卵のタイ
プは比較的珍しいタイプです。ですの
で、牛乳由来の粉ミルクによるものに
準じて考えると、１歳までに８割程度
の方が耐性を獲得できるといわれてい
ますので、少し発症が遅いことを考え
ると、１歳過ぎくらいには１回、確認
のための負荷試験をしたいところかと
思います。
　池田　卵のアレルギーに関しては多
分症例が少ないのでしょうが、粉ミル
ク消化管アレルギーに関してわかって
いることでは、１歳を過ぎて確認しよ
うということですね。
　山田　粉ミルクの場合にはもっと早
く負荷試験が施行されることもあるの

図２　非IgE依存性である新生児・乳児消化管アレルギー

レルギーと考えていいと思います。
　池田　我々がよくアレルギーの患者
さんで見るのは、アトピー性皮膚炎な
どがあって、それで感作されて、何か
を食べて、じんましん様のものと一緒
に消化管アレルギーを起こすという症
例ですが、この場合は皮膚症状などは
あまりないのですね。
　山田　消化管アレルギーなので、そ
の名のとおり消化器の症状が中心です。
消化器の症状だけということで即時型
との鑑別の参考にすることもあります。
　池田　症状から見てまず間違いない
だろうということですが、診断法とし
てはどのようなことが行われるのでし

ょうか。
　山田　血液検査での診断や、推測す
るのが難しいタイプになるので、ほか
の食物アレルギーと同じように問診を
しっかりと取って、負荷試験を行い診
断していくことになると思います。
　池田　通常の食物アレルギーと違っ
て、RASTなどを行っても所見は得ら
れないので、主に臨床症状で診断して
いくことになるのでしょうか。
　山田　臨床症状と経過ではっきりし
ない場合には負荷試験を行います。補
助診断として、例えば一般的な食物ア
レルギーでいわれている特異的IgEと
同じように、抗原特異性を調べるため

図１　食物による不利益な反応と消化管アレルギー

（食物アレルギー診療ガイドライン　2016から一部引用）
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の検査が考えられています。牛乳由来
のミルクなどの場合には牛乳抗原によ
るリンパ球刺激試験のようなものを行
います。またアトピーパッチテストと
いう、食物抗原によるパッチテストを
行って抗原を推定しようという試みが
されています。
　池田　それはなかなか難しい方法で
すね。
　山田　標準化が一つの問題といわれ
ています。
　池田　この乳児の場合は、２回もそ
ういうエピソードがあるので間違いな
いだろうということですが、今度は食
べさせていいか悪いかということにな
って、多くの場合は食べさせない方向
になると思うのですが、どのくらいの
期間食べさせないのでしょうか。

　山田　このタイプの消化管アレルギ
ーは、牛乳由来のミルクで発症するこ
とが圧倒的に多いのですが、卵のタイ
プは比較的珍しいタイプです。ですの
で、牛乳由来の粉ミルクによるものに
準じて考えると、１歳までに８割程度
の方が耐性を獲得できるといわれてい
ますので、少し発症が遅いことを考え
ると、１歳過ぎくらいには１回、確認
のための負荷試験をしたいところかと
思います。
　池田　卵のアレルギーに関しては多
分症例が少ないのでしょうが、粉ミル
ク消化管アレルギーに関してわかって
いることでは、１歳を過ぎて確認しよ
うということですね。
　山田　粉ミルクの場合にはもっと早
く負荷試験が施行されることもあるの

図２　非IgE依存性である新生児・乳児消化管アレルギー

レルギーと考えていいと思います。
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さんで見るのは、アトピー性皮膚炎な
どがあって、それで感作されて、何か
を食べて、じんましん様のものと一緒
に消化管アレルギーを起こすという症
例ですが、この場合は皮膚症状などは
あまりないのですね。
　山田　消化管アレルギーなので、そ
の名のとおり消化器の症状が中心です。
消化器の症状だけということで即時型
との鑑別の参考にすることもあります。
　池田　症状から見てまず間違いない
だろうということですが、診断法とし
てはどのようなことが行われるのでし

ょうか。
　山田　血液検査での診断や、推測す
るのが難しいタイプになるので、ほか
の食物アレルギーと同じように問診を
しっかりと取って、負荷試験を行い診
断していくことになると思います。
　池田　通常の食物アレルギーと違っ
て、RASTなどを行っても所見は得ら
れないので、主に臨床症状で診断して
いくことになるのでしょうか。
　山田　臨床症状と経過ではっきりし
ない場合には負荷試験を行います。補
助診断として、例えば一般的な食物ア
レルギーでいわれている特異的IgEと
同じように、抗原特異性を調べるため

図１　食物による不利益な反応と消化管アレルギー
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まあるという話でしたが。
　山田　よく小児科では新生児・乳児
消化管アレルギーという名前でこの疾
患を呼ぶことがあるのですが、その調
査がこれまでに２回ほど行われていま
す。約0.2％といわれているので、出生
数から考えると、国内で年間に2,000人
ぐらいの赤ちゃんがこの病気を発症し
ていると推定されています。
　池田　2,000人というのは多いですね。
明らかに診断がつかない例もあると思
うのですが、嘔吐を伴う症状というの
は典型的なのでしょうか。
　山田　今は嘔吐と、それから日本国
内では血便を伴うタイプが多いともい
われています。嘔吐を伴うタイプ、日
本語で言いますと、食物蛋白誘発胃腸
炎症候群という病名になるのですが、
このタイプは比較的古くから報告があ
って、1970年ごろから確立されている
概念です。今回の症例のように、食物
を食べて数時間して嘔吐しだすという
のがそのときの報告ですので、発症の
仕方とか、症状としては比較的典型的
だと思います。
　池田　先生が今おっしゃった血便の
かたちを取るというのはどういった症
状になるのでしょうか。
　山田　日本のタイプは欧米と少し違

うと最近いわれていて、欧米では嘔吐
だけ出てくるタイプが多いのですが、
日本では血便を伴ってくるタイプがい
われています。全部の症例ではないの
ですが、ほかのアレルギー性炎症性疾
患と同じように、消化管の好酸球性の
炎症が影響しているケースもあります。
　池田　そのほかに血便を伴うタイプ
の症状に、何か特徴的なところがあり
ますか。
　山田　これまでも消化管アレルギー
の重篤な方は、発熱を伴うことがいわ
れています。普通、アレルギーで発熱
することはあまり想定されていないと
思うのですが、比較的重症例も散見さ
れるようになってきてから、特に日本
国内からは発熱や、血液検査を行った
場合にCRPが上昇している例の報告が
あります。このように、この年齢です
ので、敗血症を思わせるタイプの消化
管アレルギーということになります。
血便と嘔吐を伴うような重篤なタイプ
の方などは、こういった敗血症様の症
状が出てくることもあります。そのと
きは鑑別も含めて非常に注意していか
ねばと思っています。
　池田　まだまだ症例の蓄積とその解
析が待たれるのですね。どうもありが
とうございました。

ですが、この乳児の場合には非常に発
症の時期が遅いので、だいたいそれぐ
らいになるのではないかと考えていま
す。
　池田　時期はだいたい１歳過ぎにな
りますが、その場合の確認方法と、そ
の留意点はありますか。
　山田　確認の方法ですが、負荷試験
そのものは食べていただくことになる
ので、いわゆる食物アレルギーでいろ
いろな先生方が行っている方法とそう
大差はないです。ただ、このタイプは
非IgE型といわれていて、IgEを介さな
い反応で起こりますので、食べた後の
症状の発症のタイミングなどがかなり
違ってくるといわれています。ですの
で、一つは食べてから長い時間観察し
ないといけなくなります。普通の即時
型が２時間といわれるところ、最低で
も６時間ぐらいはかなり注意が必要で
す。少し症状が遅れて出てくるという
ことです。
　池田　投与する食物の量は1/3とか
1/10なのでしょうか。
　山田　もう一つ、この乳児の場合、
特徴的な点として卵黄に限定している
ことがあるので、卵黄の場合はさらに
症例数が少ないのですが、論文の検索
で見てみると、これまでも報告はあり
ます。ただ、非常に卵黄が珍しいこと
もあるので、卵黄と卵白を分けて考え
ておかないといけないと思います。
　通常、卵黄の中にはアレルギーの原

因となるアレルゲンは少ないといわれ
ているので、卵黄の負荷で即時型の場
合には、卵１個分の卵黄を負荷するこ
とになってきます。この乳児も最初は
卵黄での負荷試験を行うのがいいのか
と思っています。
　池田　卵黄１個分ぐらいを食べさせ
てみるのですね。
　山田　そうですね。最終的に卵１個
分の卵黄を食べさせてみることになり
ます。
　池田　食べさせて６時間は見るとい
うことですが、もし自然治癒が起こっ
ているとすると、その日中に症状が出
ないこともありますね。
　山田　基本的には遅発型なので、食
べている食物との関連性は、時間が経
つとだんだん見るのが難しいのですが、
連日食べていくことで、２週間ぐらい
してから症状が出る例もミルクでは報
告されています。少なくとも数日は連
日食べるようにして、症状が出てこな
いか、観察が必要かと思います。
　池田　連日食べる場合は日に１回食
べて、それを毎日繰り返すのですね。
　山田　ミルクに準じて行うとすると、
そういった方法になると思います。
　池田　負荷試験はなかなか難しいで
すね。判定も難しいですが。食物に含
まれている蛋白質による消化管の炎症
は、どのくらいの赤ちゃんが罹患して
いるのでしょうか。先ほど新生児期の
粉ミルクによる消化管アレルギーがま
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まあるという話でしたが。
　山田　よく小児科では新生児・乳児
消化管アレルギーという名前でこの疾
患を呼ぶことがあるのですが、その調
査がこれまでに２回ほど行われていま
す。約0.2％といわれているので、出生
数から考えると、国内で年間に2,000人
ぐらいの赤ちゃんがこの病気を発症し
ていると推定されています。
　池田　2,000人というのは多いですね。
明らかに診断がつかない例もあると思
うのですが、嘔吐を伴う症状というの
は典型的なのでしょうか。
　山田　今は嘔吐と、それから日本国
内では血便を伴うタイプが多いともい
われています。嘔吐を伴うタイプ、日
本語で言いますと、食物蛋白誘発胃腸
炎症候群という病名になるのですが、
このタイプは比較的古くから報告があ
って、1970年ごろから確立されている
概念です。今回の症例のように、食物
を食べて数時間して嘔吐しだすという
のがそのときの報告ですので、発症の
仕方とか、症状としては比較的典型的
だと思います。
　池田　先生が今おっしゃった血便の
かたちを取るというのはどういった症
状になるのでしょうか。
　山田　日本のタイプは欧米と少し違

うと最近いわれていて、欧米では嘔吐
だけ出てくるタイプが多いのですが、
日本では血便を伴ってくるタイプがい
われています。全部の症例ではないの
ですが、ほかのアレルギー性炎症性疾
患と同じように、消化管の好酸球性の
炎症が影響しているケースもあります。
　池田　そのほかに血便を伴うタイプ
の症状に、何か特徴的なところがあり
ますか。
　山田　これまでも消化管アレルギー
の重篤な方は、発熱を伴うことがいわ
れています。普通、アレルギーで発熱
することはあまり想定されていないと
思うのですが、比較的重症例も散見さ
れるようになってきてから、特に日本
国内からは発熱や、血液検査を行った
場合にCRPが上昇している例の報告が
あります。このように、この年齢です
ので、敗血症を思わせるタイプの消化
管アレルギーということになります。
血便と嘔吐を伴うような重篤なタイプ
の方などは、こういった敗血症様の症
状が出てくることもあります。そのと
きは鑑別も含めて非常に注意していか
ねばと思っています。
　池田　まだまだ症例の蓄積とその解
析が待たれるのですね。どうもありが
とうございました。

ですが、この乳児の場合には非常に発
症の時期が遅いので、だいたいそれぐ
らいになるのではないかと考えていま
す。
　池田　時期はだいたい１歳過ぎにな
りますが、その場合の確認方法と、そ
の留意点はありますか。
　山田　確認の方法ですが、負荷試験
そのものは食べていただくことになる
ので、いわゆる食物アレルギーでいろ
いろな先生方が行っている方法とそう
大差はないです。ただ、このタイプは
非IgE型といわれていて、IgEを介さな
い反応で起こりますので、食べた後の
症状の発症のタイミングなどがかなり
違ってくるといわれています。ですの
で、一つは食べてから長い時間観察し
ないといけなくなります。普通の即時
型が２時間といわれるところ、最低で
も６時間ぐらいはかなり注意が必要で
す。少し症状が遅れて出てくるという
ことです。
　池田　投与する食物の量は1/3とか
1/10なのでしょうか。
　山田　もう一つ、この乳児の場合、
特徴的な点として卵黄に限定している
ことがあるので、卵黄の場合はさらに
症例数が少ないのですが、論文の検索
で見てみると、これまでも報告はあり
ます。ただ、非常に卵黄が珍しいこと
もあるので、卵黄と卵白を分けて考え
ておかないといけないと思います。
　通常、卵黄の中にはアレルギーの原

因となるアレルゲンは少ないといわれ
ているので、卵黄の負荷で即時型の場
合には、卵１個分の卵黄を負荷するこ
とになってきます。この乳児も最初は
卵黄での負荷試験を行うのがいいのか
と思っています。
　池田　卵黄１個分ぐらいを食べさせ
てみるのですね。
　山田　そうですね。最終的に卵１個
分の卵黄を食べさせてみることになり
ます。
　池田　食べさせて６時間は見るとい
うことですが、もし自然治癒が起こっ
ているとすると、その日中に症状が出
ないこともありますね。
　山田　基本的には遅発型なので、食
べている食物との関連性は、時間が経
つとだんだん見るのが難しいのですが、
連日食べていくことで、２週間ぐらい
してから症状が出る例もミルクでは報
告されています。少なくとも数日は連
日食べるようにして、症状が出てこな
いか、観察が必要かと思います。
　池田　連日食べる場合は日に１回食
べて、それを毎日繰り返すのですね。
　山田　ミルクに準じて行うとすると、
そういった方法になると思います。
　池田　負荷試験はなかなか難しいで
すね。判定も難しいですが。食物に含
まれている蛋白質による消化管の炎症
は、どのくらいの赤ちゃんが罹患して
いるのでしょうか。先ほど新生児期の
粉ミルクによる消化管アレルギーがま
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