N０1

即時型（Ⅰ型）アレルギーの重症型であるアナフィラキシーショックについて
（前回のスギ花粉症などアレルギーの話の続き）

文責 内科 大塚伸昭

スギ花粉そのものによるアナフィラキシーショックの症例報告は無い（文献も調べてみたが）。しかし、スギ花粉症患者が
トマトジュースを飲んで口腔アレルギーを発症したケースが 2003 年に報告されている。花粉に対する抗体が他の食物と
反応する例として果物、野菜類も報告されていて、最近花粉症患者の口腔アレルギー合併が注目されている。
食物アレルギーでは小麦などがよく知られていて、学校給食によるアナフィラキシーショックによる死亡例もある。主な原因
は血管拡張、血管外への血漿流出などによる循環障害である。直ちにアドレナリン投与が必要となる。s

（一寸脱線して、私のエビ、蟹などの甲殻アレルギーについて）

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 位である（平成 17 年調査）。甲殻類のアレルギー
原因物質はトロポミオシンという蛋白質。どんな働きをしているか？というと筋肉の収縮を妨げているアミノ酸。
ミオシン

ミオシン

ミオシン

筋肉の収縮

（トロポミオシンは細いアクチン
繊維に絡んでいて収縮を妨げて
いる！）

（筋肉の収縮はどうして起こるかを習った人もいるかと思うが
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む）

エビと蟹はトロポミオシンのアミノ酸配列が似ているのでエビにアレルギーがある人は蟹も駄目、という人が多い。甲殻類
アレルギーの人はイカ、蛸などの軟体動物にもアレルギーのある人がいる。これはトロポミオシンのアミノ酸配列の類似
性が約 60％あるため。その他サザエなどの巻き貝、ホタテなどの 2 枚貝も同じくトロポミオシンがある。
（巻き貝、２枚貝なども軟体動物）

私は甲殻アレルギーだが、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？
（トロポミオシン以外の関与もあるが、、）

ハウスダストにはノミやダニの死骸が混入しているが、ノミやダニにもトロポミオシンが含まれているため！
（ここから、再びアナフィラキシーの話にもどる。昔、授業では脱線する先生がいたが、そんな感じ）

アナフィラキシー（Anaphylaxis）の語源はギリシャ語の Ana(抵抗する)＋phylaxis(予防する)

予防（phylaxis）に抵抗する（Ana）というのは妙な名前の付け方だが、以下のような実験結果から 1902 年に命名された。
フランスの生理学者リッシェはイソギンチャクの毒素に対する抗毒素を作ろうと考えた
イソギンチャクの毒素を少量犬に投与（注射）した。可哀想！

私が医学部学生の頃に胃摘出、
吻合術の実習で犬が使われた。
今、考えると可哀想だったと思う。

イソギンチャク、触手に毒があるので注意！

注射した時には異常が無かったが、数週間後に
再投与すると 30 分後に呼吸困難などで死亡！

イソギンチャクの毒素の予防（phylaxis）に抵抗する（ana）出来事であっ
たのでリッシェは anaphylaxis（アナフィラキシー）と命名した。

｢医学発展のためとはいえ、酷いこと
をするなー、、。｣
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アナフィラキシーショックの解説（続き）
ショックはヒスタミンなどによる血管（毛細血管）の拡張、血管内皮細胞間隙からの血漿流出による循環血液量低下に
よる（毛細血管透過性の亢進）。その他、ヒスタミンによる気管支収縮なども影響する。
水道のゴムホースが古くなってホースから水漏れがしている状態を考えれば、わかりやすい。

ゴムホースを血管だと考えると、
正常では勢いよく流れる水が

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、水量が減少（血圧低下）
ゴムホース（血管）

ゴムホース（血管）

水量（血液量）

水量（血液量）

アナフィラキシーでは血管（特に毛細血管）からの血漿流出が重要な意味を持つ。毛細血管の構造を解説する。
① 基底板

毛細血管の総延長は約８万キロにもなる。動脈は外膜、中膜、内膜
の３層構造だが、毛細血管は左図のように①基底板と②内皮細胞
から構成される。
内皮細胞の間には間隙があり物質が移動できる。アナフィラキシー
では、この間隙が拡張するため、血漿が漏出する。

赤血球

② 内皮細胞
（内皮細胞の核）

毛細血管によっては内皮細胞に窓が開いていて（有窓細胞）、この窓
からも物質が出入りする。

（イラスト原図は１２３RF から有料でダウンロード）

それでは、アナフィラキシーの治療はどうすれば良いのか？

前回の私の高血圧に関する資料を良く読んだ人なら、血管収縮作用のあるノルアドレナリン投与が治療薬として
適切だ！と答えるかもしれない→残念！不正解。ノルアドレナリンには心臓刺激作用（β₁）が無い。また、気管
支収縮作用があるのでノルアドレナレリン投与は×。アドレナリンが正解！

アドレナリンは心臓のβ₁受容体を刺激して、心拍数や心筋収縮力増加により血圧を上昇。ノルアドレナリンほど
強くはないがα₁受容体を刺激して血管を収縮させる。
では、使用する薬品名、投与量や投与方法は？

エピペン注射液 0.15mg と 0.3mg がある
成人 0.3mg 使用は約 1 万円と高価！

アドレナリン注 0.1％シリンジ
｢テルモ｣（1ｍｌ）薬価 152 円。

ボスミン注 1ｍｇ（0.1%1ml）
薬価 92 円

エピネフリンのペンシルタイプなので
エピペンだと思うが薬のインタビュー
フォームには名称由来無しとなって
いる。エピネフリンはアドレナリンと
同じ。

太もも前外側に垂直に押
しつける。緊急時は衣服
の上からの使用も OK!
エピペンは数本用意しておかないと効果が無い
場合の追加投与が出来ない。他の薬剤も同様。

シリンジに入っているので緊急
時には役立つ。0.01mg／kg を
筋注する。体重 50kg で 0.5mg
投与。成人は初回最大投与量
0.5mg。効果無し→5～15 分毎
に再投与。

アンプルカットして注射器に吸
い込む迄のロスタイムがあり
緊急時には慌てる→シリンジ
付きが良いかもしれない。
投与量はシリンジ｢テルモ｣と同
じ。
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アナフィラキシーショックに関して追加解説する

アナフィラキシーショックを起こす食物として 1 番多いのは鶏卵で約 30％、乳製品と小麦が約 20％。
これらの３つで約 70%を占める。その他蕎麦やピーナッツが約５％で、私もアレルギーのあるエビが第 6
位で約３％。その他果物が頻度は低いが桃、バナナ、キウイが１％程度を占める。

食物アレルギーによるアナフィラキシーショック死亡は 2003～2013 年までの 10 年間で 37 人。
1 年間の死亡者数は 1～5 名。

食物アレルギー以外によるアナフィラキシーの原因で最も多いのは医薬品！で 2003～2013 年まで
の 10 年間で 289 人にも及ぶ。1 年間の死亡者数は 19～34 人。

医薬品の次に多いのがハチによる死亡。2003～2013 年の 10 年間で 217 人が死亡。1 年間の死亡者数
は 16～26 人。アナフィラキシー死亡 3 大原因は①医薬品(289 人）②ハチ刺傷(217 人）③食物(37 人）。
（死亡人数は 2003～2013 年までの 10 年間）
（医薬品によるアナフィラキシーの経験は幸いにも私は無い。大学病院
など複数の医師がいる場所では比較的落ち着いた対応が取れるが、一
人で治療する場合には大変だろう。私は循環器専門医だったので対応
は出来る。緊急処置をする夢は時々見る。）

食物アレルギーのある小学生の割合は全体の 4.5％の約 21 万人！もいて、そのうちアナフィラキシー
既往のある割合も 0.6％(約 2 万人）と多い。エピペン保有している小学生の割合も 0.4％(約 1 万 7 千
（平成 25 年度文部科学省資料）
人）と多い。中学、高校生の食物アレルギーの割合も同様である。

アナフィラキシーショックに陥る事もある即時型（Ⅰ型）アレルギーではヒスタミン以外の化学物質も分泌される
１）ロイコトリエン（LTB4、C4,D4,E4)
ヒスタミンと同様にマスト細胞から分泌される。ロイコトリエン（leukotrienes)のロイコ（leuko)は白血球（leukocytes）
トリエンは化学式に二重結合が３つ（trio）あるところから当初命名されたが、実際には二重結合は４つある（下図）。
左図が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、
ロイコトリエンでは無く、ロイコカルテンという呼び名でも良いかも。
（ロイコトリエンの化学式）

ちなみに１人はソロ（solo）、2 人はデュオ（duo）、5 人はクインテット（quintet）でイタリア語(ラテン語）。
芸人さんが一人で活動するのをピン芸人というが、このピンはポルトガル語の pinta(ピンタ）でサイコロ
の１の数や第１番目などから付けられている(余談でしたが）。
（リノール酸）

ロイコトリエンはアラキドン酸から合成される。アラキドン酸は食べ物や細胞膜(膜リン脂質）から合成される。
食物(リノール酸）
（アラキドン酸）

ロイコトリエン A4
（LTA4)

ロイコトリエン C4
（LTC4)

ロイコトリエン D4
（LTD4)

ロイコトリエン E4
（LTE4)

細胞膜(リン脂質）
（アラキドン酸の化学式）

ロイコトリエン B4(LTB4)
は白血球を遊走させて異
物貪食などを行わせる。

ロイコトリエン B4
（LTB4)

LTC4,D4,E4 はヒスタミンよりも平滑筋収縮が強く喘息悪化
につながる。また消化管などの粘液分泌を亢進するので
下痢を起こすことになる。

（アラキドン酸からはプロスタグランジンなども合成される。次頁で解説する。）
（掲示板記載はここまで）

アナフィラキシーショックに陥る事もある即時型（Ⅰ型）アレルギーではヒスタミン以外の化学物質も分泌される
（続き；ここからは医療従事者を対象として少々難しいことも記載してみる）
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２）プロスタグランジン（アレルギーではプロスタグランジン D2；PGD2 が分泌される）
（プロスタグランジンもロイコトリエンと同様にアラキドン酸から合成される。プロスタグランジン D2 はヒスタミンと
同様に血管透過性亢進、平滑筋収縮に作用する。）

プロスタグランジン H2
（PGH2)

アラキドン酸

プロスタグランジン D2
（PGD2)

血管透過性亢進
平滑筋収縮

プロスタグランジンには色々な種類があるので、その他のプロスタグランジンについても解説する。
（アラキドン酸からはプロスタグランジンやロイコトリエン、トロンボキサンなどが合成される）

アラキドン酸

この部分に作用するのがシクロオキシゲナーゼ（CｙｃｌｏOｘｙｇｅｎａｓｅ；COX)。ここを阻害する
のがアスピリン、イブプロフェンなどの非ステロイド性抗炎症薬（Non-Steroidal AntiInflammatory Drugs；NSAIDs）。総てをブロックするので胃潰瘍などが出来やすい。
NSAIDs は｢エヌセイズ｣と呼ぶ。なぜ、非ステロイド性と呼ぶかというと、最初に抗炎症薬としてステロイドが使用されて
いたので、それと区別するために命名された。当時はグルココルチコイドが抗炎症作用があり頻用されていたが副作用が
問題となっていたので、ステロイドでは無い事を強調したくて、わざわざ非ステロイド性鎮痛剤と命名した。

プロスタグランジン G2
（PGG2)

トロンボキサン A2
（TXA2)

トロンボキサン A2 は血小板
凝集、血管収縮作用がある

プロスタグランジン H2
（PGH2)

プロスタグランジン D2
（PGD2)
（アレルギーで分泌）

プロスタグランジン E2
（PGE2)

プロスタグランジン E2
には胃粘膜保護、痛
みの域値低下（痛み
を感じやすくなる）、
血管拡張作用など。
炎症増強作用がある

プロスタグランジン E2
には胃粘膜保護作用が
あるのでアスピリンなど
は胃に障害を与える。

胃薬併用以外で
良い方法は無いか？

プロスタグランジン
F2α（PGF2α)
子宮収縮

プロスタグランジン I2
（PGI2)
血小板凝集抑制

子宮収縮作用がある
ので陣痛促進として
点滴が使用される。

アラキドン酸からプロスタグランジンを産生するシクロオキシ
ゲナーゼ（COX)には COX1、COX2 の２種類があり胃粘膜に
は COX1 が多い。

COX2 だけをブロックすれば COX1 は正常に作用するので
胃に優しい（筈）。という事で出来たのが COX2 を選択的に
阻害する薬でセレコックスなどがある。
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ついでに、即時型（Ⅰ型）アレルギー以外の３つのアレルギー（自己免疫疾患も含む）を勉強してみよう！
アレルギーに関与する免疫グロブリンは蛋白質なので、まずは蛋白質の基礎的な勉強から！

蛋白質はアミノ酸から出来ているが、何種類のアミノ酸から出来ている？

答えは 20 種類。必須アミノ酸のトリプトファンなどがある。

アミノ酸とアミノ酸が結合した物質を何と呼ぶ？

答えはペプチド
アミノ基

カルボキシル基

アミノ酸

NH₂

COOH

アミノ酸

アミノ酸というのはカルボキシル基(COOH)とアミノ基（NH2)を持つ物質。アミノ酸のカルボキシル基
とアミノ基の部分がくっついて２つのアミノ酸が一つになる。この時に水（H₂O)が抜かれて結合する
ので脱水縮合と呼ばれる。ペプチドが沢山結合したのがポリペプチド。
上記が理解しにくい人のために、化学の基礎的な話を少し。上に記載したカルボキシル基の C は炭素、O は酸素、
H は水素、N は窒素。

例えば簡単な構造のアミノ酸のグリシンは
C₂H₅NO₂（炭素が２つ、水素が５つ、窒素が
１つ、酸素が２つある）。これを化学構造式
で示すと右図のようになる。

グリシンの化学
構造式
カルボキシル基

アミノ基

グリシンの化学構造式をイラストで示すと下図
のようになる。

水素

水素

（H）
水素の結合する
腕は１本ある

～
水素

（H）

～

酸素

（H）

（O）

～
窒素

（N）

炭素
（C）

炭素
（C）

～

～

～

水素
窒素の結合する
腕は３本ある

（H）

～

炭素の結合する
腕は 4 本ある

～

酸素の結合する
腕は２本ある

酸素

（O）

水素
（H）

～

～
（上図は私の自作、無料！）

即時型（Ⅰ型）アレルギー以外の３つのアレルギー（自己免疫疾患も含む）を勉強してみよう！
（続き）
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アミノ酸が２つ結合したらペプチドと呼ぶが、この名称の由来は何？

胃のペプシンによって蛋白質が分解されて出来るところから命名。ペプチド（peptides）の語源はギリシャ語の
πεπτός で｢消化された物質｣という意味。

Ⅱ型アレルギー（抗血小板抗体による特発性血小板減少性紫斑病など）とは？
Ⅰ型アレルギーでは IgE という免疫グロブリンによって起こるが、II 型アレルギーは IgG や IgM が主役となる。
まずは、免疫グロブリンの基礎的な勉強をしてみよう！
免疫グロブリンはγ（ガンマ）グロブリンであるが、下図のように表現されるが、模式図。実際に電子顕微鏡で下図のよう
に見えるわけでは無い。

抗 原
結 合

抗原結合部位

抗原結合部位
左図のように、抗原に結合できるように
結合部位は変化する（この部位は可変領
域と呼ばれる）。

L（Light）鎖定常領域
L（Light）鎖可変領域

この部分は H（Heavy）鎖
定常領域と呼ばれて殆ど
変化しない。この部位の
構造の違いで IgG,IgE な
どが区別される。

H（Heavy）鎖というのは分子量が大きいので付けられた
名前。日本語では重鎖（じゅうさ）。L(Light)鎖は軽鎖で
分子量が小さい。

H H
鎖 鎖
us us

H 鎖はこの部分で
S-S（ジスルフィド）結合
していて可動性がある

ar ar

この可変部位の構造が変化することで
色々な抗原に対応できる。左図は 2 つの
異なる抗原に対応している様子を示して
いる。

（イラスト原図は 123RF より有料でダウンロード）

Ⅱ型アレルギーで関与する IgG や IgM 抗体は I 型アレルギーの IgE 抗体とどう違うのか？
軽鎖（L 鎖）

軽鎖（L 鎖）

IgG 抗体は免疫グロブリン全体の約 75%を占め
最も多い。好中球やマクロファージと結合して
抗原や細菌、ウイルスを貪食させやすくする
（オプソニン効果）などの働きがある。

IgG 抗体と IgE 抗体は似たような
形で H 鎖定常領域の構造の違い
で区別される。

IgM 抗体は IgG や IgE のような形
が 5 つ結合した形となっている。
IgG

IgE 抗体はマスト細胞などと結合し
てヒスタミン分泌。IgG 抗体はマスト
細胞と結合しない。

5 つの免疫グロブリンのうち、胎盤を
通過するのは IgG だけであり、新生児
に受動免疫を与える（移行抗体）。

IgA,IgM,IgD,IgE 抗体

Ⅱ型アレルギー（抗血小板抗体による特発性血小板減少性紫斑病など）とは？
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Ⅱ型アレルギーには自己免疫疾患と呼ばれる病気が沢山ある。自分の血小板なのに抗体を作って攻
撃する特発性血小板減少性紫斑病、赤血球に抗体が出来て自分の赤血球を攻撃して貧血を起こす自
己免疫性溶血性貧血などがある。
何故、自分の体に抗体が出来るのか？
赤血球
B 細胞や T 細胞

骨髄や胸腺

例えば自分の赤血球の抗原に対して攻撃（反応）する
ような T 細胞（未熟者の出来損ない！）は胸腺で除去される。
自分を攻撃する B 細胞は骨髄で除去される。人間は
自浄作用を持つ！したがって、正常では自分の体の
抗原に免疫反応は起こらない。これを自己寛容と呼
ぶ。しかし、自分の体に対して反応する T,B 細胞を除
去できないと、自分自身の体なのに攻撃を開始する抗
体を産生してしまう。
これが自己免疫疾患と呼ばれる状態。

自己抗体（IgG）が結合
NK（Natural Killer）細胞；ナチュラルキラー細胞が貪食。
NK 細胞は抗体とも結合して赤血球を傷害する。

赤血球

マクロファージは自己抗体の一部を認識して赤血球を貪食

Ⅱ型アレルギーによる自己免疫疾患の病気を以下に示す。
リウマチ熱による心臓の弁膜や心筋に対する自己抗体
私が研修医の頃（約 40 年前）はリウマチ熱による心臓弁膜症
入院患者が大学病院には多くいて、心雑音の勉強になった。

重症筋無力症

筋
肉

神経が筋肉に指令をだす神経筋接合部の障害

アセチルコリン（Ach）

神経終末のシナプス

心臓弁膜症や心筋炎。リウマチ熱は連鎖球菌
によって起こる。最近は抗生物質を早期投与
するのでリウマチ熱は激減している。

筋
肉

神経終末からは伝達物質としてアセチルコリンが分泌される。
筋肉にはアセチルコリン受容体があるが、この受容体に抗体
ができるため、アセチルコリン伝達が障害され筋萎縮、筋力低
下が起こる。患者数約 2 万人と推定されている。

神経

神経筋接合部

アセチルコリン（Ach）受容体

バセドウ病

脳下垂体から甲状腺ホルモン分泌を刺激する甲状腺刺激ホルモン（TSH）が分泌される。バセドウ病
では甲状腺刺激ホルモンの受容体に自己抗体が出来る。
甲状腺刺激ホルモン受容体に抗体が出来るのなら、甲状腺刺激ホルモンが甲状腺に伝わらないから
甲状腺機能低下になるのでは？と考える人もいるだろうが、、。

甲状腺
（TsAB はバセドウ病患者
の約 90％で陽性となる）

甲状腺

刺激する

抗体

甲状腺刺激ホルモンと似た作用を発揮する甲状腺刺激抗体（TsAB；Thyroid stimulating AntiBody）
も出来るので、甲状腺を刺激し続けて甲状腺ホルモンが過剰に分泌される。

Ⅲ型アレルギー（Ⅱ型アレルギーと同様に自己免疫疾患が多いが、ⅡとⅢ型の違いは？）
抗原

抗体
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Ⅲ型アレルギーでは左図のように複数の抗原と抗体が結合して悪さをする。
この複合体を抗原抗体複合体、あるいは免疫複合体（IC；Immune Complex）と呼ぶ。
免疫

複合体

それでは、具体的にどのような悪さをして自己免疫疾患を引き起こすのだろうか？
好塩基球

補体（Complement）とは？
抗体の働きを補佐す
るという意味で命名。
補体は C1～C9 迄
9 種類ある。補体の
Complement はラテン
語の complementum
が語源で complete
｢完全にさせる｣という
意味がある。

補体活性化
免疫複合体

好塩基球はヒスタミンやセロトニンを
分泌して血管透過性を亢進させる

組織傷害！

好中球は免疫複合体と結合するが、
残念！貪食できない。代わりにライソ
ソーム酵素や活性酸素を放出
好中球
補体は Complement なので
C と略されることが多い。
C1～C9 まで 9 種類ある。
補体自身にも殺菌作用がある。

※英文法では complement は
補語と略される。学校で習ったは
ず。S＋V＋C 構文とか。
忘れた？

免疫複合体を攻撃するはずの活性酸素など
が、逆に自分自身の組織を傷害してしまう！
トホホ、情けない！

Ⅲ型アレルギーによる自己免疫疾患の病気を以下に示す。

蝶形紅斑は有名だが、紅斑が
狼に咬まれた跡のように見える
事もあって狼瘡（Lupus）の名前
が病名に付いている。

SLE（Systemic Lupus Erythematosus）；全身性エリテマトーデス
全身性の

狼瘡

紅斑

（患者約 6 万人と推定）

細胞

核

血管内皮細胞

自分自身の細胞核に対する抗体（抗核抗体）が殆ど
の例で陽性となる。その他の自己抗体もある。
腎臓病変はループス腎炎と呼ばれる。

関節リウマチ（RA;Rheumatoid Arthritis）；Ⅳ型アレルギーも関与

（患者約 60 万人と推定。好発年齢 40 才。女性が男性の
3～4 倍多い）

関節滑膜病変が主体。関節炎や関節破壊を起こす。

自分自身の免疫グロブリン（IgG）に対する抗体 RF（Rheumatoid Factor)が
悪さをする。RF はリウマチ因子と呼ばれる。 （リウマチ患者の 70～90％で陽性）

（抗 CCP 抗体も検査される事が多い。
CCP（Cyclic Citrullinated Peptide）
リウマチ因子は他疾患でも陽性になる。

（最近の関節リウマチ（特に初期）治療には免疫抑制剤のメトトレキサートが使用される。
これは葉酸代謝拮抗剤で白血病、抗癌剤としても使用される。副作用に注意が必要。）

糸球体腎炎

糸球体腎炎には色々なタイプがあるが、そのうちⅢ型アレルギーが関与する腎炎がある
急性糸球体腎炎；上気道感染感染後に免疫複合体が腎糸球体に沈着して発症。
IgA 腎症；腎糸球体のメサンギウム細胞に IgA が沈着。（予後良好といわれていたが不良のタイプもある）

膜性腎症；腎糸球体の濾過装置である基底膜に免疫複合体が沈着。

Ⅳ型アレルギー（今は診断価値の低いツベルクリン反応や橋本病の原因となるアレルギー）
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抗体が関与しないアレルギーで抗原侵入の 2～3 日後にピークになることもあり遅延型アレルギーとも呼ばれる。
ツベルクリン反応は皮下注射後 48 時間目に判定していたのを覚えているだろうか？
Ⅳ型アレルギー発症のメカニズムとは？
ヘルパーT 細胞へ情報伝達

ヘルパーT 細胞

抗原

マクロファージ君、情報を
送ったから働いてくれよ！

抗原提示細胞

① インターフェロン（IFN-γ）

② ケモカイン

マクロファージ
抗原

③ インターロイキン 1
（IL-1）
線維芽細胞増殖

抗原を貪食したマクロファージが色々な
化学物質などを放出する。

④ 活性酸素

⑤ TNF-αなどの
炎症性サイトカイン

組織傷害

炎症の慢性化

上図で使用されている言葉の解説を以下に記載する。
①インターフェロン；ウイルス感染などに対して白血球から分泌されて、抗ウイルス作用を示す。ウイルスを妨害、
抑制する（Interfere；インターフェア）ところから命名されている。（アメフトの反則行為にもインターフェアというのがある）
Interfere+on で Interferon と命名。InterFeroN は IFN と略される。インターフェロンにはⅠ～Ⅲ型がある。Ⅰ型の
IFN-α,βなどはウイルス感染細胞に直接作用してウイルスの複製を抑制したり NK（ナチュラルキラー）細胞を活
性化させて感染細胞を除去する。肝炎ウイルスに対しても使用される。
②ケモカイン；炎症部位から放出される物質で白血球などを引き寄せる。白血球が炎症部位に引き寄せられる現
象を走化性（Chemotaxis）と呼ぶ。白血球が動いて炎症部位に移動する（kinesis;カイネーシスやキネーシスと呼ぶ)
ので Chemokine と命名。似たような言葉でサイトカイン（Cytokine）があるが色々な細胞（Cyto)から分泌されて移動
させる（kinesis)意味から来ている。ケモカイン、インターフェロン、インターロイキンなどもサイトカインである。
③インターロイキン；白血球が産生したり、白血球に作用する物質のこと。B,T 細胞を活性化する作用など種々の
性質を持つ。約 30 種類が知られているが、医学分野ではインターロイキン１～18 までの記載が多い。炎症などで
も産生され間質性肺炎ではインターロイキン 6 が上昇するので診断の参考になる。インターロイキン（Interleukin）
はインター（Inter)+白血球（leukocyte）から命名されている。この場合のインターは相互に作用するという意味から
付けられている。インターナショナルのインターも同じ意味。インターチェンジのインターは途中、中間の意味。
④活性酸素；活性酸素には右図に示すような種類が
ある。 体内ではミトコンドリア内でエネルギー産生後
などに発生し、細胞に傷害を与える。
⑤TNF（腫瘍壊死因子） TNF（Tumor Necrtizing Factor)
約２０種類の腫瘍壊死因子があり、細胞傷害を起こす。TNF-αはマクロファージから分泌される。TNF-αは 1975
年にマウスの線維肉腫を死滅させる物質として発見されたが、その後炎症反応でも分泌される事が分かった。
なので、腫瘍壊死因子という言葉は妥当では無いように個人としては思うが、、。
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当院で使用されている抗アレルギー薬
薬剤名

薬価

備考

6.9 円/ｇ

1 回投与量は 2～6ｇ

フェキソフェナジン塩酸塩錠 60ｍｇ（後発）

23.2～30 円

先発はアレグラで 60mg の薬価は 57.4 円

エピナスチン塩酸塩錠 20ｍｇ（後発）

35.7~58.2 円

先発はアレジオンで 20mg の薬価は 89.5 円

エバスチン OD 錠 5ｍｇ（先発）大日本住友

63.2 円

後発品は 25.9～35.4 円

オロパタジン塩酸塩錠 5mg（後発）

16.9 円

先発はアレロックで 45.6 円

タリオン OD 錠 10ｍｇ（先発）田辺三菱

41.4 円

後発品は 20.7 円

第１世代
クロルフェニラミンマレイン酸塩１％（後発）
第 2 世代

抗ヒスタミン薬の世代分類について；ヒスタミン薬を 3 世代に分類してアレグラなどを第 3 世代とする事もあるが、これ
は最初に開発されたアタラックス P などを第 1 世代に加えた分類のため。通常は上記のように 2 世代に区分する事が
多い。私は上記のタリオンや記載されていないが、同じく第 2 世代のザジテンなども服用した事があるが眠気が来た。
総ての抗アレルギー薬は試したが、効果は殆ど同じで症状軽減はするが、全く症状が無くなるという薬は残念ながら無
かった。眠気、だるさは個人差もあるので薬が合わない時には他の第 2 世代薬を試すと良い。症状が強い場合は下に
記載した抗ロイコトリエン薬を併用してみても良い。
抗ロイコトリエン薬
モンテルカスト錠 10mg（後発）

42.5 円

先発はキプレス錠とシングレア錠があり
キプレスが 182.8 円、シングレアが 184.8 円

その他の抗アレルギー薬
セレスタミン配合錠（先発）

9.3 円

セレスタミン配合錠は第 2 世代の抗ヒスタミン薬が販売されていない時期には頓服として良く使用していた。
但し、ステロイドを含有しているので連用は薦められない。第一世代薬を使用しているので眠気が来るので 1/2 或いは
1/4 に自分で調節していた。第 2 世代服用し始めてからは殆ど使用していない。

アレルギーの話の最後に；腹立たしいスギ花粉の抗原とは何か？
スギ花粉に含まれる蛋白質(糖蛋白)の Cryｊ1 と Cryｊ2 という物質が原因。この糖蛋白は植物を柔らかくする働きが
あり、スギの花粉管が伸びてくる時に働く。
（日本）スギの学名が Cryptomeria japonica なので、上記の名前が付けられていると推測する。（japonica を付けなくて
もスギは 1 種類しか無いので、Cryptomeria だけで日本のスギを意味するようだ）。

スギの上記蛋白と類似した蛋白を持った植物などはスギ花粉症と同じ症状が出る！例えばヒノキ。スギはヒノキ科
なので当然似た蛋白を持つ。スギ花粉患者の約 70％はヒノキにも抗体を持つ。ヒノキ抗体価が高ければ症状＋。
1 頁にも記載したがスギ花粉症患者でトマトを食べた時に口腔内のアレルギー症状が出現して、スギ花粉症患者の
口腔アレルギーが注目されている。トマトの 1 種類の蛋白質の構造がスギ Cryj 蛋白と 40％類似しているらしい。
最後に；スギ花粉から始まったアレルギーの話は勉強になったでしょうか？今年もスギ花粉症の季節となりました。
年を取る毎に免疫力の低下からか症状は軽くなっている気がします（癌にも罹患しやすいという事か？）。今迄も民間療
法で良いと言われる物（甜茶など）総て試しましたが、駄目でした。最近シソやビタミン D も有効か？という事で試すこと
にしました。サプリなど宣伝しているのは効果が無いと分かっていても一応試すのが私流なので。乳酸菌の宣伝も見まし
たが力不足な感じです。花粉症で苦労している方々、今から大変ですが頑張りましょう！

