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対象

目的

調査期間

設問数・所要時間

方法

アレルギーの子どもと外食について
アンケート結果ご報告
NPO法人ピアサポートF.A.cafe

：食物アレルギーのある1歳～18歳の子どもを持つ保護者

：アレルギー患児の最新の外食実態、及びこれまでの外食時の患児・保護者の経験を調査し、

飲食事業者へのアレルギー対応普及啓発へと繋げる。

：2021年4月18日～5月2日（2週間）

：12問・5分～10分

：無記名式/WEBアンケート / 日本全国
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n=  92

・実施期間： 2021年4月18日～5月2日（14日間）
・対象者：食物アレルギーのある1歳～18歳の子どもを持つ保護者・全国

・実施方法：SNS及びメールマガジン発信でのWEBアンケート

・有効回答数 ：92名

属性

回答者属性

7%

36%

20%

23%

10%

5%

1-2歳

3-5歳

6-8歳

9-11歳

12-15歳

16-18歳

お子さんの年齢

男

66%

女

30%

答えたくない

3%

性別

処方あり

67%

処方なし

33%

エピペン処方

園児・児童期

約80％
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外食の頻度と目的について

週2回以上 5.4%

週1回

37.0%

月に１回

30.4%

２～3ヶ月に

１回

9.8%

ほとんど行かない

17.4%

食物アレルギー患児家庭

外食の頻度はアレルギーだからといって特別少ないわけではない
一方で「ほとんど行かない」家庭が17%程度

出典：ミキハウス子育て総研 子連れ外食事情調査（2019.07.04～2019.07.10）
n= 627  https://www.happy-note.com/research/10888.html n=  92 当会アンケートより

外食は普段（コロナ禍以前）どれくらいの頻度でしますか？

一般の家庭
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外食の頻度と目的について

72%

64%

62%

30%

14%

7%

6%

9%

家族でのイベント（誕生会や法事）

食事の準備ができない時(外出時)

旅行

お友だちとの懇親

昼食や学食利用

クラブ活動や課外活動に伴う外食…

祖父母に預けた時

その他

0% 50% 100%

外食をするのは主にどのような時ですか？

いつもとは違う世界を見せたい

季節行事を経験させてあげたい

食事作りの負担を減らし、
育児や仕事とのバランスを取りたい

大事な冠婚葬祭だから

アレルギーでも外食をしたい理由

●

●

●

●

n=  92 複数回答有



店舗へのアレルギー情報の確認頻度と方法、伝え方について
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58%

47%

37%

19%

6%

毎回、お店で表示や店舗の方に聞いて確認する

毎回、事前にウェブサイトや電話で確認する

初めていく時のみ、事前にウェブサイトや電話で確認

する

初めていく時のみ、お店で表示や店舗の方に聞いて確

認する

その他

0% 50% 100%

外食時のアレルギー情報の確認頻度と方法について

毎回アレルギー情報をお店で直接又は事前にサイトで確認する方が50%以上

n=  92 複数回答有



お店の選び方について
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86%

80%

70%

13%

2%

8%

通い慣れていてアレルギーに関して不安がないことがわ

かった店

アレルギー情報がサイトなどで事前に確認できる店

アレルギー対応メニューがある店

特に基準はない（お子様や家族が食べたいところや、利

便性が良い場所へ行く）

持ち込み可能なお店

その他

0% 50% 100%

外食する時は、どのような基準で飲食店を選びますか？

アレルギー情報が確認できた（できる）お店を選択する方が多い

n=  92 複数回答有
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43%

40%

31%

13%

13%

10%

伝えない（HPやメニューのアレルギー表示から自己判断）

アレルギーとは言わずに原因食物が入っているか質問する

毎回ではないがアレルギーであることをほぼ伝える

毎回アレルギーであることを必ず伝える

食材を尋ねるとアレルギーか否かの確認を受けるので結果的に

伝わっている

その他

0% 50% 100%

外食時にお子様がアレルギーで食べられないものがあるということを

店舗の方に事前に伝えますか？

アレルギーであると伝えずに原因食物を判断する方が約40%。
食材を聞かれた際は「食物アレルギーはありますか？」の一言をお願いします

店舗へのアレルギー情報の確認頻度と方法、伝え方について

n=  92 複数回答有
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外食時の困った経験・助かった、嬉しかった経験

ある

93%

ない

7%

外食時にお子様のアレルギーに関して

困った事はありますか？

外食時には困った事がある一方、助かった、嬉しかった経験を86%以上の方がしている

n=  92

ある

86%

ない

14%

外食時にお子様のアレルギーに関して

助かった事や嬉しかった事はありますか？
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外食時の困った経験（代表例）

困ったこと 伝達不足・理解不足

アレルゲン 状況

卵 写真のないメニューのマグロ丼を頼んだら錦糸卵がひいてあった。
アレルギーと事前に伝えればよかった

卵・乳 アレルギー表示がどこにもないため、店員さんに聞いたところ
把握できてなかったり、「～だと思います、おそらく」と曖昧な表現をされた

小麦
定食などの場合、どのメニューに何を使っているかまでは書かれていないこと
がある。カレーにアレルゲン不使用と書いてあったが、十六穀米ごはんで小麦
アレルギーのある娘は食べられなかった。

卵・小麦 原材料のことを聞いたとき、「この料理には使ってないがキッチンでは扱って
るので責任はとれません、ほかでお食事を」と断られた。

ピーナッツ 個人店で、隠し味などで詳細までは教えてもらえないお店があり、食べること
ができない

卵・乳
小麦・いくら

旅館に宿泊した際、事前に電話で確認し対応できますと言われ行ったが、
実際に対応されていない食べ物が出てきた。
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外食時の困った経験（代表例）

困ったこと 洗浄不足・情報の更新/ほか

アレルゲン 状況

いくら 海鮮のお店で、しらす丼を頼んだところ発症。キッチンでいくらを盛り付ける
同じスプーンをしらすにも使っていることがわかった。

乳 アイス店で乳の入っていないシャーベットを頼んだが、
水で簡易洗浄されたスクイーパーを使っていたため発症

全般 プリントアウトされたアレルギー表示が古い情報であった

全般 アレルゲンの種類によっては利用できないお店が多いのが現状。
地域性もあると思うが、選びたくても選べるほどお店もない。
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83%

60%

36%

19%

9%

5%

常備薬を携帯している

エピペンを携帯している

緊急連絡先を携帯している

近隣の医療機関の把握

特に何もしていない

その他

0% 50% 100%

外食時に万が一誤食したときのためにどのような対策をしていますか？

誤食の際の自己対策について

常備薬、エピペン携帯が半数以上を占める

n=  92 複数回答有
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外食時の助かった、嬉しかった経験（代表例）

助かったこと、嬉しかったこと

状況 患者の立場から

アレルギー食材の確認をした後に、配膳や食事
中に配慮してくれるような言葉をかけていただ
いた時。

心遣いが嬉しく、これからも安心してお店に行
ける

アレルギー対応の代替食を持参すると、お皿を
提供してくれたり盛り付けてくださった。

患児も皆と同じように食べることができて、
外食の雰囲気を楽しむことができる

原材料とキッチンでのコンタミについての情報
をいただいた上、お客様自身でご判断ください、
と言われたこと。

必要なのは情報のみで、最終判断は患者（家
族）が行う。はっきり言ってくださることで、
信頼に繋がる

修学旅行先のホテルの事前対応が完璧で安心し
て旅行に行かせる事ができた

親と離れる学校行事では、事前の情報提供や真
摯な対応が患児と家族の安心に繋がる
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外食時の助かった、嬉しかった経験（代表例）

助かったこと、嬉しかったこと

状況 患者の立場から

ビュッフェスタイルのお店を利用した際、入店
時にアレルギーを伝えると一覧表を渡していた
だき、メニューの丁寧な説明をしてもらえた

一覧表だけではわからない調理についても情報
を提供していただけることで、食べられるメ
ニューが増える

店頭の方にアレルギーのことを聞くと、詳しく
わかる方に変わって丁寧に教えてくれた

その時間帯に店舗に1人、回答できる方がいると
安心

カトラリーやパン（小麦不使用）など、袋に
入って提供してくれる

微量でも症状が出る重度の患児の場合、
店舗での混入がない状況で提供されるため安心

アレルゲン対応メニューや表示のあるお店が以
前に比べて増えた

外食の選択肢が広がり、子どもの経験にも繋が
る。

店舗の方の一言やちょっとした行動、アレルギー対応メニューに患者家族は救われる
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コロナ禍における外食について

外食をほとんど

していないため

特に変わらない

47%
外食はしているが

特に変わらない

41%

以前よりも安心できるようになった

7%

以前よりも不安になった

5%

コロナによって、外食時のアレルギーに関する意識は変わりましたか？

コロナ禍で外食機会は以前より大幅に減ったが、安心・不安もある

n=  92
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コロナ禍における外食について

安心・不安の理由を教えてください

安心

消毒の徹底、飛散防止パネルの設
置により、食べかすなどの接触で
症状が出る事への不安が少なく
なった

消毒しても神経質な親ではないか？
と、変な目で見られない。

トングの共有やバイキングがなく
なった。ドリンクバーで注ぎ足しを
しなくなった。

→コンタミネーションの機会が減少

感染症対策に追われて大変な中で、ア
レルゲンの管理やコンタミネーション
の予防は大丈夫だろうか。

もしアナフィラキシーが起きた時、
搬送先があるのか不安

マスクや飛沫防止パネルで会話が聞
こえにくい

→何度も原材料の確認をしてしまう

不安
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飲食事業者の方へお願いしたいこと

1.正確な情報提供

3.緊急時のサポート

2.食物アレルギーへの理解

原材料がわからなければわからない、対応できない場合はできないとはっきり
とその旨を教えてください。曖昧さは双方にとって良い結果になりません。

実行可能な範囲でアレルギーへの理解と対応をお願いします。

万が一の誤食時の緊急事態のサポートをお願いします。

※P16～19のスライド内容は、2021年 東京都保健福祉局主催「飲食店事業者向け 食物アレルギーオンライン講習
会（配信：7月8日～21日）」で飲食事業者へのみなさまへアンケート結果と共にお話しさせていただきました
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人によって許容量が違います

人によって判断基準が違います

店舗からの情報提供をもとに
患児・患児家族自身が判断します

店舗へのアレルギー情報の確認頻度と方法、伝え方について



患者が外食するための事前準備

万が一の誤食・発症に備え日常的に準備

頓服薬の携帯

エピペンの携帯

消毒液、ウェットティッシュの携帯

緊急時カードの携帯

近隣の医療機関所在地の確認

店舗情報のアレルギー対応、または原材料の事前確認

必要に応じて持ち込み食品の準備

同席者への説明

●

●

●

●

●

●

●

●

18
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万が一の誤食・発症の際、ご協力をお願いします

緊急時の対応

食物アレルギー
緊急時対応
マニュアル
ダウンロード▷

● 症状が出た時は絶対に患児一人にしないでください。

薬の所持を確認し、必要な手助けをお願いします。

原材料確認の要請があればご協力お願いします。

救急車の要請があれば速やかにご対応願います。

可能であれば時間管理を行い記録を取ってください

●

●

●

●

ご協力とご理解、どうぞよろしくお願いいたします。
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最後に

アンケートのご協力をありがとうございました。

これからも皆様の声を医療と行政、

そして事業者に届けてまいります。

今後ともご協力を どうぞよろしくお願いいたします。


