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荷試験（Oral Food Challenge, OFC）です。中等
量負荷でのOFCの一例を示します。体調不良がな
いことを確認後、30分間隔で実際に食べていただ
きます。何か症状があれば、その都度お子さんの状
態を確認し、試験続行か中止を判断します。予定の
負荷試験終了後はお子さんの安全を確認してから帰
宅となります。当院では、より安全に食物経口負荷
試験が行えるよう、日帰り入院で検査を行っていま
す。（保険診療上は年２回まで行うことができます
ので、外来などでご相談下さい）これらの検査結果
を踏まえて、可能な範囲内で少量ずつでも食べても
らうような指導を行うようにしています。

＜食物負荷試験の流れ＞

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分２
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こどものアレルギー

あ べ よし いち

　今回は、前回に引き続きアレルギーに関してのお
話をさせていただきます。
　そもそもアレルギーとは何でしょうか？
　日常生活で、拒否反応や毛嫌いする物や事柄に対
して○○アレルギーという表現をよく耳にしますが、
私たちが言うアレルギーとは異なるものです。
　人間を含め、生物には自身を外敵（細菌やウイル
スなど）から体を守る仕組みが備わっています。こ
れがいわゆる「免疫」です。本来は自身を守るはず
の仕組み（＝免疫）が、特定の刺激（例えば花粉や
食物、薬など）に対して免疫が過剰に反応すること
により、体に症状が引き起こされるのが「アレル
ギー」です。
　アレルギーと一口にいっても、実に様々な種類が
あります。具体的には食物アレルギー、薬物アレル
ギー、花粉症、喘息、アレルギー性結膜炎、接触性
皮膚炎、蕁麻疹などが該当します。アレルギーとい
うと食べ物や薬に対するものを連想する方が多いで
すが、広い意味では花粉症や喘息などもアレルギー
に含まれます。

＜食物アレルギーと診断＞

　近年、食物アレルギーの患者さんは増加しており、
相談を受けることが多々あります。
　サバを食べて蕁麻疹が出ることがあります。（い
わゆる、“サバにあたる”というものです。）蕁麻疹
以外にも顔面紅潮、頭痛、吐き気などアレルギーと
同じような症状が出ることがあります。サバ以外に
もマグロ、イワシ、カツオ、ブリ等の赤身の魚で起
こることがあります。これはヒスタミン中毒と言わ
れるもので、魚の鮮度が落ちることでヒスタミンと
いう物質が作られることが原因です。本来アレル
ギーがある人でも、ない人でも起こりうることで、
アレルギーではありません。このような事例もある
ので、気になる症状がある場合は是非、かかりつけ
医などで相談してみてください。
　食物アレルギーを疑う時に大事なことは、「何を、
いつ、どの位食べて、どんな症状が出たのか」を知
ることから始まります。さらに血液検査なども併せ
て、総合的に判断するようにしています。（実は塩
かぶれだった…という例もあります）
　血液検査では特異的IgEという項目を調べますが、
この検査では特定の食物（物質）に対してアレル
ギーがどの位強いかが分かります。最近では、アレ
ルゲンコンポーネントという項目が調べられるよう
になり、これによって診断精度が上昇しています。
例えば、ピーナッツの特異的IgEの値は陽性だった
けど、そのアレルゲンコンポーネント IgE (Ara h2)

が陰性ならばピーナッツアレルギーでない可能性が
高いですし、逆にピーナッツの特異的IgEの値は陰
性でも、Ara　h2が陽性ならばピーナッツアレル
ギーである可能性は高まります。しかし、まだアレ
ルゲンコンポーネントを保険診療で調べることがで
きる食材は表にあるものに限られています。

　アレルゲンコンポーネントの登場で、血液検査に
よる食物アレルギーの診断精度は高まってきていま
す。しかし、血液検査では陰性なのに食べると症状
が出る。逆に、血液検査では陽性なのに、食べても
症状は出ないというケースは多々あります。アレル
ギーの種類によっては血液検査でも陰性となる例も
あるため、実際に食べてみて症状が出るかどうかを
確認するのが最も確実です。その方法が食物経口負

＜アレルギーと予防接種＞

　現在、小児科では多くの予防接種が定期接種（決
められた時期に接種すれば、無料で受けられる予防
接種のことです）になっています。少し前までは、
任意接種（自治体によっては補助が出る場合もあり
ますが、基本的には個人負担で接種する予防接種の
ことです）であったものも定期接種になっています。
具体的には、小児では任意の予防接種はおたふくか
ぜと季節性インフルエンザのみになりました。
　予防接種のアレルギーを心配される方は多いです
が、特に関連が心配されるのは卵アレルギーのある
お子さんだと思います。日本で通常行われている予
防接種のうち、卵と関連性があるとされるものは麻
しん（はしか）風しん混合ワクチン（MRワクチ
ン）、おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）（ムンプス
ワクチン）、インフルエンザワクチンの３つです。
MRワクチンとムンプスワクチンはいずれもワクチ
ンの製造過程でニワトリの細胞が使われていますが、
一般的な卵アレルギーの反応が生じる鶏卵タンパク

質は含まれていませんので、安全に受けることがで
きます。また、インフルエンザワクチンに関しては
製造する過程で有精卵が使われており、日本製のワ
クチンでは１mLあたり数ng（ナノグラム）（＝１g
の10億分の１です）の鶏卵タンパク質が混入して
いる可能性があります。実際の接種では、６か月以
上３歳未満では１回あたり0.25ml、３歳以上では
0.5mlを使用しており、さらに少ないことがお分か
りいただけるかと思います。
　このような理由から、鶏卵アレルギーを有してい
るお子さんでも大多数は特に問題なく予防接種を受
けることは可能です。しかし、過去に予防接種でア
レルギー、アナフィラキシーを起こしたことのある
方は、事前に皮内テスト（ごく少量を皮内に注射し
てアレルギー反応の有無を調べるテストです）など
で安全性を確認した上で接種できることが多いので、
ご心配な方はご相談ください。当院は紹介状がない
方でも受診可能ですので、お気軽にご相談ください。
お子さんと家族の方々の笑顔のためにお力になれれ
ばと思います。どうぞよろしくお願い致します。

症状の出方も人によってさまざま…
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一般的な採血で調べることができます

表．保険適応のある食品と
　　そのアレルゲンコンポーネント

原因食品

卵

牛　乳

小　麦

大　豆
カシューナッツ
ピーナッツ
クルミ

卵　白
卵　黄
ミルク

小　麦
グルテン
大　豆

カシューナッツ
ピーナッツ
クルミ

オボムコイド

カゼイン
α-ラクトアルブミン
β-ラクトグロブリン

ω-5グリアジン
Gly m4
Jug r1
Ara h2
Ana O3

特異的 IgE アレルゲン
コンポーネント IgE

アレルギー
疑い・確定例

即時反応の
既往あり

クラス２以下
オボムコイド（卵白の成分の一つです）

少等量負荷試験中等量負荷試験

クラス３以上

即時反応の
既往なし

少等量
加熱全卵

※ 1/32～1/25個相当

加熱卵白
1～1.5g相当 

中等量
加熱全卵

※ 1/8～1/2個相当

加熱卵白
4～18g相当

例：鶏卵
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きる食材は表にあるものに限られています。

　アレルゲンコンポーネントの登場で、血液検査に
よる食物アレルギーの診断精度は高まってきていま
す。しかし、血液検査では陰性なのに食べると症状
が出る。逆に、血液検査では陽性なのに、食べても
症状は出ないというケースは多々あります。アレル
ギーの種類によっては血液検査でも陰性となる例も
あるため、実際に食べてみて症状が出るかどうかを
確認するのが最も確実です。その方法が食物経口負

＜アレルギーと予防接種＞

　現在、小児科では多くの予防接種が定期接種（決
められた時期に接種すれば、無料で受けられる予防
接種のことです）になっています。少し前までは、
任意接種（自治体によっては補助が出る場合もあり
ますが、基本的には個人負担で接種する予防接種の
ことです）であったものも定期接種になっています。
具体的には、小児では任意の予防接種はおたふくか
ぜと季節性インフルエンザのみになりました。
　予防接種のアレルギーを心配される方は多いです
が、特に関連が心配されるのは卵アレルギーのある
お子さんだと思います。日本で通常行われている予
防接種のうち、卵と関連性があるとされるものは麻
しん（はしか）風しん混合ワクチン（MRワクチ
ン）、おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）（ムンプス
ワクチン）、インフルエンザワクチンの３つです。
MRワクチンとムンプスワクチンはいずれもワクチ
ンの製造過程でニワトリの細胞が使われていますが、
一般的な卵アレルギーの反応が生じる鶏卵タンパク

質は含まれていませんので、安全に受けることがで
きます。また、インフルエンザワクチンに関しては
製造する過程で有精卵が使われており、日本製のワ
クチンでは１mLあたり数ng（ナノグラム）（＝１g
の10億分の１です）の鶏卵タンパク質が混入して
いる可能性があります。実際の接種では、６か月以
上３歳未満では１回あたり0.25ml、３歳以上では
0.5mlを使用しており、さらに少ないことがお分か
りいただけるかと思います。
　このような理由から、鶏卵アレルギーを有してい
るお子さんでも大多数は特に問題なく予防接種を受
けることは可能です。しかし、過去に予防接種でア
レルギー、アナフィラキシーを起こしたことのある
方は、事前に皮内テスト（ごく少量を皮内に注射し
てアレルギー反応の有無を調べるテストです）など
で安全性を確認した上で接種できることが多いので、
ご心配な方はご相談ください。当院は紹介状がない
方でも受診可能ですので、お気軽にご相談ください。
お子さんと家族の方々の笑顔のためにお力になれれ
ばと思います。どうぞよろしくお願い致します。

全卵
1/16個

30分間
症状なし

30分間
症状なし

30分間
症状なし

全卵
1/16個

全卵
1/８個

全卵
1/４個

＜負荷試験の実際＞

中等量負荷の場合（合計で鶏卵1/2個程度を目標）

天領日田おひなまつり　日田市
天領日田で行われているひな
祭り。元禄時代に建てられた
商家など10数か所の旧家や資
料館にて、京や大阪で商人ら
が買い求めたひな人形やひな
道具などが一斉に展示・公開
されている。

昭和ロマン蔵　豊後高田市
昭和30年代以前に建てられた古い
建物が約７割現存している豊後高田
市の街並みにある旧豪商の蔵を改装
した博物館。昭和のおもちゃ６万点
の展示がある博物館や、昭和の生活
体験が出来る施設、レストランなど
複数の施設が整備されており、昭和
の町観光の拠点施設になっている。



TEL:0977－23－7113　FAX:0977－23－7996 http://www.ok-chezmoi.com/

厚生連だより 大分 ５

介護老人保健施設シェモア鶴見ってどんな施設？
介護を必要とする高齢者に対して介護サービスやリハビリなどを提供し、自宅復帰への支援を行う施設です！

ーー介護老人保健施設シェモア鶴見（以下、シェモア鶴見）についてご説明すると・・・

● 要介護１以上の要介護認定を受けた原則65歳以上の高齢者（※1）を対象とした施設
● 自宅復帰のためのリハビリテーションや医療ケアが中心
● 入所時の初期費用は一切かからず、居住費や食費・介護サービス費は医療費控除の対象となる。
● 減免措置の制度があり、低所得者でも利用することができる。

（※1）40～64歳の方でも特定疾病により要介護認定を受けていれば、サービスを利用することができます。

初期費用は不要！お申込みキャンセルも費用はかかりません！
　シェモア鶴見は介護保険法にもとづいて設立された公的施設ですので、入所一時金等
の初期費用は不要です！
　月額の料金も、介護保険の自己負担分は１～３割になり、食費や居住費といった生活
費をいれて、約10万～16万（※１割負担の場合）。また、収入のゆとりがない世帯であれ
ば、食費・居住費に対して減免措置（※2）が適用されます。
（※2）申請後に審査があります。

いつでもお電話いただきましたら、ご対応させていただきます！
　シェモア鶴見には支援相談員が１名います。いつでも、どこでもご連絡いただき
ましたら、早急にお打合せ日程を調整し、ご対応させていただきます！
　是非、ご連絡ください！

シェモア鶴見への入所に至る流れ
① 入所お申込みと面談
支援相談員が施設のご説明やご利用料金のご説明を行います。

② 必要書類の確認
入所お申込みをいただき、空床ができましたら、ご本人の現況
を確認させていただきます。
また、通院もしくは入院中の主治医より「診療情報提供書」を
取り寄せ、医療面等での状況の確認を行います。

③ 入所判定会議
診療情報提供書の内容、面談の結果や現在の状況等をもとに、
入所の可否は医師をはじめ各専門職が判定いたします。

④ ご契約/入所日の決定



４月・５月はお得なキャンペーン期間
指定の検査を無料でプレゼント!!

※詳細については、当センターにお問い合わせください。

TEL:0977－23－7112（代表）　FAX:0977－23－7976 http://www.ok-kenkou.com/

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６

心配するより、まずは健康チェック

送迎バスでお迎えに参ります！！
送迎バスご希望の方はこちら　【お問い合わせ先】 TEL ０９７７－２３－７１１２ まで
日程・集合場所 等につきましては下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。

ご案内

どなたでもご利用できます

人間ドック・健診施設機能評価認定Ｖｅｒ3.0 　マンモグラフィ検診施設画像認定施設認定

当日コースの変更も可能です。さらに気になるオプション検査も当日追加することができます。

医師・保健師により診断結果をご説明。精密検査の予約も併設施設の鶴見病院へスムーズに予約を取ることができます。
診断結果は当日ご説明

お仕事やご自身の都合に合わせて健診予約を取ることができます。診断書も当日お渡ししています。
ご希望の健診日で健康診断

充実の健診コース・オプション検査

特 

色

特定健診や人間ドックと合わせてがん検診が受けられます

昼食はご用意してます。
管理栄養士監修！

感染拡大防止にご協力ください
●入口での検温と体調確認の実施
●健診会場の各所に「アルコール消毒液」の設置
●各階、空気清浄機や窓の開閉による「換気」の実施

●検査項目　問　診／胃部Ｘ線検査／胃内視鏡検査
●内　　容　バリウムと発泡剤を飲んで、胃のＸ線写真を撮るか、口から

細いカメラを挿入し、胃の中を直接観察します。
●二次検査　胃部Ｘ線検査の精密検査→《胃内視鏡検査》
　　　　　胃内視鏡検査の精密検査→《胃内視鏡検査の再検査と組織検査》
口や鼻から内視鏡を入れて、潰瘍やポリープ、がんなどがないかを検査
します。また必要に応じて悪性の組織が混じっていないか、組織を採っ
て（生検）調べます。

●検査項目　問　診／マンモグラフィ／乳房超音波検査
●内　　容　マンモグラフィは乳房を片方ずつはさんで、Ｘ線写真を撮り

ます。超音波検査は乳房に超音波を当て、断面を映し、がん
などがないかを検査します。

●二次検査《マンモグラフィの追加撮影》部位を特定してさらに詳しく、
悪性の石灰化などがないかを撮影します。

《乳房超音波検査》乳房の超音波を当て、悪性の腫瘍（しこり）がない
かを検査します。
《細胞診・組織検査》必要に応じて悪性の組織が混じっていないか、組
織を採って（生検）調べます。

●検査項目　問　診／子宮頸部の細胞診検査
●内　　容　子宮頸部の細胞をブラシで擦り取り、顕微鏡で悪性細胞の有

無を検査します。
●二次検査《コルポスコープ》子宮頸部を拡大して観察する検査です。
《組織検査》異常な部分の組織を採って（生検）、がんの判定やさらに
進行度などを検査します。
《HPV検査》HPV（ヒトパピローマウイルス）に感染しているかを調
べる検査です。

●検査項目　問　診／便潜血検査
●内　　容　便に潜む血液の有無を検査します。大腸がんやポリープがあ

ると便に血が混じることがあり、それを専用の容器で採取し、
提出します。

●二次検査《全大腸内視鏡検査》肛門から内視鏡を入れてポリープやがん
などがないかを検査します。また必要に応じて悪性の組織が混じってい
ないか、組織を採って（生検）調べます。
※全大腸内視鏡検査が困難な場合は、Ｓ状内視鏡検査と注腸Ｘ線検査の
併用で行うこともできます。

Ｑ．もう一度、便潜血検査の再検査をしてもいいですか？
便潜血検査の再検査は不適切です。進行性の大腸がんでも、検査を繰り返
すと、陰性になることがあります。

●検査項目　問　診／胸部Ｘ線検査／喀痰細胞診（問診で必要と判断された場合）
●内　　容　肺のＸ線写真を撮ります。また喀痰細胞診では、痰の中にが

ん細胞がないかを検査します。
●二次検査《胸部CT検査》肺の断層写真をミリ単位で撮影し、病変の大

きさや形などを検査します。
《気管支鏡検査》口や鼻から気管支鏡を入れて、がんなどがないかを調
べる検査です。また必要に応じて悪性の組織が混じっていないか、組織
を採って（生検）調べます。
※二次検査での喀痰細胞診の検査は不適切であり、おすすめしておりません。
肺がんだけではない！？

タバコとがん
ご自分とご家族の健康の為に『禁煙』をおすすめします！

わが国のがん死亡者数ともっとも関連が深い危険因子は、
喫煙だということがわかってきました。男女合わせて、
年間約77,400人の方が喫煙が原因のがんで亡くなって
おり、約128,900人の方が喫煙が原因で亡くなっています。
（平成19年 わが国におけるリスク要因別の関連死亡者数より）

年に一
度は

体の点
検だと思

って

人間ドッ
クを

受けませ
んか？

胃がん検診 最低でも２年に１回　胃部Ｘ線検査か胃内視鏡検査

肺がん検診 年に１回

大腸がん検診 年に１回

乳がん検診 最低でも２年に１回

子宮頸がん検診 最低でも２年に１回
子宮頸がん検査は20歳以上の女性が対象



生活習慣病が気になる人への 今月の一品
食事療養科 科長　丸　尾　　　恵

大腸がん 大腸がんとは、小腸末端につながる盲腸から結腸、直腸までの大腸粘膜上皮から発生する
がんで、生じた部位によって結腸がん、直腸がんとも呼ばれます。大腸がんの発生は良性

ポリープが非常に長い時間をかけてがん化するのがメインルートと考えられてます。近年、わが国では大腸がん
が急速に増加しています。その原因には高脂肪、低繊維食の欧米型食生活が影響していることが指摘されていま
す。脂肪の多い食物は腸内で胆汁酸や腸内細菌が作用しあって発がん物質ができ、それが大腸の粘膜と長期にわ
たって摂食するうちにがんが発生します。また緑黄色野菜の不足、飲酒、運動不足、ストレスも関係があると考
えられています。

大腸がん予防の食事ポイント豆と野菜サラダ
ヨーグルトソース

材料（２人分）

ミックス茹豆 ・・・・・・・１袋
ブロッコリー ・・・・・・100ｇ
南　瓜・・・・・・・・・100ｇ
トマト ・・・・・・・・・100ｇ
レタス ・・・・・・・・・　20ｇ
ヨーグルトソース
プレーンヨーグルト ・・・100ｇ
レモン汁 ・・・・・・小さじ１杯
塩コショウ・・・・・・・・少々

☆ピーマンやインゲン豆、菜の花など
　でお好きな野菜でどうぞ
☆ソースにはニンニクのすりおろしや
　味噌で味付けしても美味しいですよ

１、野菜を毎食摂るようにしましょう。
１日緑黄色野菜120ｇ＋淡色野菜
230ｇが目安です

２、魚と肉は交互で摂り、肉に偏らない
ようにしましょう

３、腸内環境を整えるために食物繊維や
乳酸菌入りの食材を積極的に摂りま
しょう

４、節度ある飲酒量にしましょう

１人分／142kcal　食物繊維 8.6ｇ

厚生連だより 大分 ７

ニトリルグローブの
　　　寄贈について
　オミクロン株の感染拡大が広まる中、厚生連グ
ループの株式会社コーケン様より、医療現場への支
援として、ニトリルグローブ10,000枚の寄贈をい
ただきました。
　ニトリルグローブとは合成ゴムで作られた使い捨
てグローブで、感染対策が行われる医療現場で常に
使用されているグローブです。
　毎日多くの患者へ感染予防に努めながらの診療に
携わっている私たちへの熱いご支援、本当にありが
とうございました。



　３月は旅立ちのシーズンです。

　進学や就職などで住み慣れた土

地を離れる人も多く、送り出す側

は寂しい気持ちになってしまいま

す。しかし、成長のためには笑顔

で送り出すことも大切です。

　引っ越し費用の捻出も大切です。

（M.M）

１月の健診/受診結果
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受診者数総合計
2,594名

（うちJA 432名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
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J A 下 郷

《１月健診》

東部事業部

中部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

西部事業部
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編集後記

10

ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校
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健康の
ワンポイント

～花粉症対策
　　　について～

　花粉症人口は年々増え続けており、現在日本人の10～20％

が花粉症ともいわれています。原因となる物質の種類により春

以外にも症状が続く方もおられ、通年での対策が必要となって

います。放置しておくと、睡眠不足や集中力低下など日常生活

に影響を及ぼしたり、他の疾病を誘発する可能性も出てくるこ

とから、適切な治療と予防が大切になります。きちんと対策を

立てて、花粉症の影響が少なくなるようにしましょう。

花粉症対策の一例
①　食生活での予防　

・暴飲暴食を避ける

・過度の飲酒を控える　等

②　生活習慣での予防　
・帰宅後のうがいや洗顔

・早寝早起き

・適度な運動

・服装（特に一番上に着る衣類の素材）

・こまめな掃除　等

③　花粉対策グッズの活用　
・帽子

・ゴーグル（眼鏡）

・マスク

・空気清浄機　等


