スギ花粉症などアレルギーの話

2022 年 3 月 内科 大塚
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今年もスギ花粉症の季節が到来した。私もスギ花粉症。40 年間悩まされてきた。蝦、蟹などの甲殻類
やハウスダストにもアレルギーがあり、煙草による煙や匂いで眼の痛みが起こるなど繊細な？人間。
今回の解説は、私自身が沢山の抗アレルギー薬を試してきたので、薬の解説などアレルギーの方々
の参考になるかと思う。

アレルギーのメカニズム（概略）

スギ花粉の情報だぞ！
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了解。抗体を作成しよう！
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T 細胞へ
情報を伝達

樹状細胞（じゅじょうさいぼう）が
近づき、抗原を認識、分析する！
樹状細胞は捜査官
のような役割をする
と考えれば良い。

T 細胞

B 細胞へ情報を伝達。
B＝Bone marrow(骨髄）
T 細胞（Thymus;胸腺）

B 細胞はスギの抗体（IgE 抗体）を
産生する。
Ig＝Immunoglobline（免疫グロブリン）
スギ花粉
（抗原）

マスト細胞

ヒスタミン

ヒスト

B 細胞

histamine の hist はギリシャ語 ヒスタミンやロイコトリエンなどの
化学物質を放出する。
が語源の組織という意味。
ヒストロジー
解剖の組織学は histology

マスト細胞

マスト細胞（肥満細胞）の抗体
はスギ花粉をキャッチ！
スギは細菌やウイルスのように、特別な
悪さをしないのに敵視されてしまう！

見た目は可愛らしいスギ花粉だが、表面にはトゲトゲがある。抗原となる蛋白
クリプトメリア ジャポニカ
は 2 種類あり Cryj1 と Cryj2 である。スギの学名が Cryptomeria japonica なので
ジャポニカ
この名前が付いている。ただ、スギは日本固有種なので、japonica は不要だと
個人的には思うが・・・。ヒマラヤ杉というのがあるが、これはスギではなくて
マツ科の植物。スギはヒノキ科に属する。
スギはヒノキ科に属するので、スギ花粉症の人はヒノキ花粉症の事も多い。
スギ花粉症の人の 70％はヒノキにも抗体を持つ。宮崎ではスギ花粉は早い
（イラストは PIXTA より有料でダウンロード）
時にはバレンタインデーくらいから花粉が飛散し、４月上旬まで続く。４月以降
スギ花粉の電子顕微鏡写真。 も症状があり、５月くらいまで続く人はヒノキ花粉症もある可能性が高い。
大きさは 0.03m
大腸菌の大きさは 0.001mm
(1/1000mm)

スギ花粉などに対して空気清浄機が宣伝されるが、一般家庭で使用しても殆ど効果は無い。
室内の空気が完全には循環しないから。私も使用した事があるが効果が無かった。陰圧器を
装着して室内の空気を循環させれば効果は期待出来るが費用がかかりすぎる。
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抗ヒスタミン薬の歴史と私の使用経験を記載する。

40 年前に私がスギ花粉症発症した頃の抗ヒスタミン薬はポララミン（クロルフェニラミンマレイン酸塩）、セレスタ
ミン（クロルフェニラミンマレイン酸塩＋ステロイドのベタメタゾン 0.25mｇ）など第 1 世代の薬だけだった。眠気や倦怠感
が強く、抗コリン作用（副交感神経のアセチルコリンを抑制する）があり口渇が強かった。副交感神経が
漿液性（サラサラした）唾液の分泌に働いているが、副交感神経を抑制するため、口渇が強くなる。
何故、昔の抗ヒスタミン薬は眠気や倦怠感が強かったのか？
脳にあるヒスタミンをブロックするから。
脳のヒスタミンは脳を活性化、覚醒する作用を持つ。脳のヒスタミン分泌が多い人は頭の回転が良い！
抗ヒスタミン薬分類では 50％以上脳ヒスタミン抑制する場合、鎮静性抗ヒスタミン薬と呼ぶ。20％以下を
非鎮静性と呼ぶが、以下に記載するように、眠気や倦怠感が出現する場合も多い（個人差が大きい）。
私が今迄使用してきた抗ヒスタミン薬の脳内のヒスタミン占有率（赤四角）と私の使用経験を記載する。
抗ヒスタミン薬で効果の無い人は抗ロイコトリエン薬やステロイド鼻腔噴霧なども考慮する。免疫舌下療法も１つの手段。
2016 年から販売開始。眠気は無い。空腹時 1 回服用。鼻汁や眼の痒みを抑制し、使用
してきた薬では最も効果がある（個人の感想）。最近、販売量も増加。後発無し。
ビラノアの名称は Bilastine Non Allergy に由来する。

①ビラノア（ビラスチン）

②アレグラ（フェキソフェナジン）

アレグラ、アレジオン、アレロックは、ほぼ同等の薬効で鼻汁抑制に
効果があるが、眼の痒みは完全には抑制出来ない（私の場合）。
アレロックの名称は Allergen block から、アレジオンの名称は A(無くす）
lesion(病変）から付けられた（インタビューフォーム参照）。

（60ｍｇ）

③アレジオン（エピナスチン）

（20ｍｇ）

④アレロック（オロパタジン）
（5ｍｇ）

ザイザルは脳内ヒスタミン占有率は低いが、私は眠気が強く使用継続
できなかった。鼻汁、眼の痒みは完全に抑制された。販売量も多い薬
である。
試してみても良いかも。

⑤ザイザル（レポセチリジン）
（5ｍｇ）

タリオンも第 2 世代の薬だが、私の場合には眠気が出現した。
鼻汁、眼の痒みはザイザルと同様に抑制された。

⑥タリオン（ベシル酸ベポタスチン）
（10ｍｇ）
（第 2 世代）

（鎮静性）

20％

（軽度鎮静性）

50％

（鎮静性）

⑦ポララミン（クロルフェニラミン
マレイン酸塩）

（第１世代）

（2ｍｇ）

脳内ヒスタミンを 50％もブロックするので眠い、というより全身の倦怠感が強い。セレス
タミンはポララミン＋ステロイド含有。セレスタミンは割線（2 つに割れるように溝が付い
ている）が無いので、自分で半分に割ったり 1/4 程度にしたりして服用していた。

⑧ザジテン（フマル酸ケトチフェン）
ザジテンは第 2 世代に属しているが、上記のように脳内ヒスタミン占有率が高いので
かなり眠く、倦怠感も強い。
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スギ花粉症はショックを起こさないが、アナフィラキシーショックを起こすアレルギーもある。
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アナフィラキシー(Anaphylaxis)はギリシャ語の Ana(抵抗する）＋phylaxis（予防する）だが、
フランスの生理学者リッシュが命名した。
リッシュはイソギンチャクの抗毒素を作ろうと考えて、少量の毒素を犬に投与（注射）した。
実験・・・

実験

最初の毒素を注射した時には異常が無かったが、
数週間後に再投与→30 分後に呼吸困難で死亡。
イソギンチャク毒素の予防（phylaxis)に抵抗する(ana)
出来事だったので、anaphylaxis（アナフィラキシー）と命名
した。（最初の毒素注射で抗体産生→2 回目の注射でショック）

アナフィラキシーでは血管（特に毛細血管）からの血漿流出が起こる。毛細血管の構造を解説する。
（イラスト原図は123RFより有料でダウンロード）

①基底板

毛細血管は左図のように、①基底板と②内皮細胞の 2 層構造。
内皮細胞と隣り合う内皮細胞の間には、左図のように、間隙
があり、物質が移動できる。アナフィラキシーでは間隙が拡張
して、血漿が漏出する。

赤血球

②1 個の内皮細胞
内皮細胞の核

アナフィラキシーショックは古くなったゴムホースからの水漏れと考えると分かりやすい（下図参照）。
ゴムホースを血管だと
考えると、正常では勢いよく
水が流れている

水量（血液量）

アナフィラキシーショックではゴムホース（血管）が拡張して
水漏れ（血漿流出）して水量（血圧）が低下する。

水量（血液量）低下；血圧低下

アナフィラキシーショックの治療は①拡張した血管を収縮させ（交感神経刺激薬のエピネフリン）、
②流出した血漿を補う（生理食塩水やラクテックなど）事である。
アナフィラキシーショックによる死亡原因で最も多いのが医薬品（特に注射）である。資料が古いが日本医療安全調査機構
の報告書では 2016 年までの 10 年間でアナフィラキシーショックで死亡した人は 595 人。 原因別では医薬品が最も多く
44％の 263 人。2 番目が蜂で 31％の 185 人。食物は 3 番目で 5％の 28 人となっている。 ショックが出現して心肺停止に
なる時間は医薬品が最も短く平均で 5 分。蜂が 15 分。食物が 30 分となっている。
ショック対応に慣れていないと、対応が後手になる。血圧低下時には躊躇せず交感神経刺激薬のエピネフリン投与。医薬品
が無い場合、血圧低下時は下肢挙上。心肺停止時には心マッサージ。心マッサージ出来ますか？胸骨中央から少し下方を
100 回/分押し続けて！介助があれば心マッサージ 30 回の後、人工呼吸 2 回を繰り返す。

医薬品によるショック死亡は訴訟になる事がある。エピネフリン投与開始時間や処置が適切であったか
が争点となる。コロナワクチン接種も希だが、アナフィラキシーが起こる事がある。ファイザーで 20 万回
に 1 回程度とされる。当院でもコロナワクチンによるアナフィラキシーショック症例が 1 例あったが、
エピネフリン 2 回投与、急速補液などで改善した。私は循環器（心臓）内科グループに属していたので対応は慣れている。

スギ花粉症では、何故鼻水が（永遠に止まらないくらい）出続けるのか？

No4

鼻粘膜の杯細胞（さかずきさいぼう）から分泌されている粘液（ムチン）は異物や細菌などを体外に排出させる物質だが、
アレルギーではヒスタミンなどの化学物質が杯細胞を刺激して、鼻水が出続ける！
線毛

花粉、細菌などの異物は繊毛運動で移動する。
粘液層

ムチン

細胞の核

マスト細胞

杯細胞

線毛細胞 基底細胞

ヒスタミンやロイコトリエンが杯細胞からのムチン
（喫煙は線毛を障害→線毛の運動低下や消失→細菌、ウイルスの排出困難 分泌を亢進させる
→感染症に弱くなる、他肺気腫、肺癌リスク増大。それでも、喫煙しますか？

眼は何故痒くなる？
花粉が眼（結膜）の粘膜に付着→ヒスタミンなどが分泌→血管拡張による眼の
充血。ヒスタミンなどが末梢神経を刺激→痒み。
スギ花粉症の人は経験すると思うが、耳の穴（外耳道）まで痒くなる事がある。
また、眼の周囲の皮膚まで発赤することも多い。
花粉症の人は左図１のようなレンズ周囲にプラスチックなどの覆いの付いた眼鏡を使用する
事もあるかと思うが、花粉の大きさは 0.03mm なので、無効な事も多い。昔は図２のようなレトロ
な眼鏡（レンズ周囲がゴム製）を使用したこともあるが、少々格好悪い。ただし、効果は抜群。

図１

図2

眼の痒みなどに対して抗ヒスタミン薬などを含有した点眼薬がある。私も色々試したが、点眼薬
単独で症状を抑えるのは殆ど無理。抗ヒスタミン薬などの内服を中心として、補助的に点眼薬
を使用する事を薦めるが、ピタッと CM のようには抑制出来ない（個人の感想）。

スギ花粉症が気管支喘息をの原因となる事は少ないが、喘息の悪化要因になる。

気管支平滑筋
の収縮

ヒスタミンや
ロイコトリエン

ヒスタミンは平滑筋を収縮させる。気管支平滑筋にはヒスタミン受容体の H1
受容体が存在。 アナフィラキシーショックでは気管支平滑筋収縮が起こり、
喘息様の発作が起こる事がある。スギ花粉症で喘息発作が誘発される事
は少ないとされてきた（スギ花粉が 0.03mm の大きさで気管支まで到達する
割合が少ないと考えられた。因みに黄砂の大きさは 0.004mm 程度）
肺胞

スギ花粉表面の一部の小さな物質が気管支付近に到達して、気管支喘息
や類似の症状が起こる人も頻度は少ないが存在すると報告されている（私
は喘息様になった事は１度も無い）。気管支喘息患者がスギ花粉症の時期
に悪化する人の割合は多く 10～40％が増悪すると報告されている。

なお、看護記録によくヒュー音と記載されているのを見かける。わかりやすい表現だが、医学用
語では無いので、笛音（ウィーズ；wheeze)或いは高調性連続性副雑音と記載すると『この Nrs は
良く呼吸音を理解している』と、思われるかも・・。200～300Hz の音がウィーズと定義されている。

（生来の甲殻アレルギーでは無く、
釣り餌のオキアミを使用→皮膚湿疹
→その後、甲殻アレルギー）
（私も甲殻アレルギー！）
皮膚湿疹
エビは食物によるアナフィラキシーショックを起こす原因の第６位、蟹は第
13 位。甲殻類のアレルギー
を）

海老、蟹などの甲殻アレルギーについて
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原因物質はトロポミオシンという蛋白質で、筋肉の収縮を妨げているアミノ酸。
トロポミオシンは細いアクチン
線維に絡んでいて収縮を妨げ
ている。
筋肉の収縮は太い筋繊維のミオシンの間に細い筋繊維のアクチンが入り込んで起こる。
エビと蟹のトロポミオシンのアミノ酸配列が類似しているため、エビにアレルギーがある人は蟹も駄目、
という人が多い（私もだが）。イカやタコなど軟体動物のトロポミオシンもエビや蟹のアミノ酸配列と類似
性が 60％あるので、甲殻アレルギーの人はイカやタコも駄目という人もいる。
甲殻アレルギーの私は、ハウスダストにもアレルギーがある。床をモップで拭かれても症状が出る。
何故か？というと、ハウスダストにはノミやダニの死骸が含まれる事があるが、ノミやダニにもトロポミオ
シンが含まれているためである（トロポミオシン以外の関与もある）。
スギ花粉症などのアレルギーにはヒスタミン以外にロイコトリエンという物質が影響するので解説する。
ロイコトリエンはヒスタミンと同じマスト細胞から分泌される。ロイコトリエン（Leukotriene)のロイコ（Leuko)
ロイコサイト
トリオ
は、白血球（Leukocyte)に由来する。ロイコトリエンのトリエンは化学式に二重結合が３つ（trio)あると考え
られて、命名されたが、実際には４つあった！
ロイコトリエンの化学式。二重結合が４つ（カルテット；Quartet)なので、
ロイコカルテンとでも呼ぶべきか？
トリオやカルテットはイタリア語。１人はソロ（Solo)、2 人はデュオ（Duo)、5 人
はクインテット（Quintet)。芸人さんが１人で活動するのはピン芸人と呼ぶが
ピンはポルトガル語。Pinta(ピンタ）が１番目とか１人を示す。

ロイコトリエン拮抗薬も抗ヒスタミン薬と同様に多数販売されている。オノン、プランルカスト、モンテルカ
スト（シングレアやキプレスはモンテルカストの販売名でモンテルカストと同じ）などがある。気管支喘息
などに良く使用される。スギ花粉症では抗ヒスタミン薬で効果が無い場合に併用することもあり鼻閉
（スギ花粉のアレルギーで鼻血管の拡張で鼻閉が起こる）に有効であるとする報告が多い。抗ヒスタミ
ンと抗ロイコトリエン作用を併せ持つ薬もある

