N０１

スギ花粉症やアレルギーと治療薬の話

文責 内科 大塚伸昭

私自身３０年以上スギ花粉症、エビや蟹など甲殻アレルギーで抗アレルギー薬は総て試してきた。アレルギーには
B,T 細胞などのリンパ球、肥満（マスト）細胞など血液の細胞が関与するので、まず血液の基礎知識から解説する。
胎児の血液は２ヶ月以後は主に肝臓で作られる。

卵黄嚢

子宮

（２ヶ月までは卵黄嚢で作られ、以後肝臓、脾臓で血液は作られるが肝臓での造血の割合が多い）
小児では全身の骨で造血が行われる（肉眼的に赤く見えるので赤色髄と呼ばれる）。
年を取ってくると、、。
５０才前後になると約５０％は脂肪細胞に置き換わり（黄色く見えるので黄色髄）、造血は左図の赤く
塗った部分に限られてくる。
（青年期以降は上下肢末端から次第に造血が止まり黄色髄へと変化する。）
骨髄穿刺や生検は左図のように腸骨稜から行う。
※末梢血に異常な（未熟）白血球などが見られて白血病
など疑われる時などに骨髄穿刺が行われる。
私が県病院で研修医（約４０年前！）の時にも骨髄穿刺を１０回程度
したが、当時は胸骨穿刺をしていた。

骨髄内部
イメージイラスト
（イラストは１２３RF から有料でダウンロード）

上写真２枚は骨髄穿刺針だがストッパーがあり、
深さを調節でき、穿刺しすぎるのを防げる。

（穿刺針が胸骨貫通→心タンポナーデ事故などあり、現在は腸骨から穿刺する）

血液は血球と血漿から構成される。下図は抗凝固剤を入れて遠心分離した場合。

抗凝固剤を入れずに放置すると、、。

（抗凝固剤には EDTA,ヘパリン、クエン酸ナトリウムなどがある）

血漿量は体重の約５％、体重
６０kg の人なら約３リットル
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リンパ球

凝固因子が働き
フィブリン→血餅
が形成。

血清

血清

血球成分を全く
含まない血清が
分離される。

血餅

血餅

血清と血漿はどう違うのか？

血清にはフィブリノーゲンや幾つか
の凝固因子が含まれない。

25～40％

凝固反応が起こり血餅が出来る過
程で血小板からカリウムが漏出→
血清のカリウムが血漿より高い。

単球

（イラスト原図は１２３RF から有料でダウンロード）

血液の比重は約 1.05,全血液量は体重の約 1/13(8%)。体重 50 ㎏なら約 4ℓが血液量
血清のカリウムが血漿より高い。
血球の殆どを赤血球が占める→血球の割合をヘマトクリットと呼び貧血の指標となる

（凝固過程で消費される血糖は血清では
逆に低くなる。正常者の血液を抗凝固剤
無しで放置すると 2 時間後の血糖値は約
20mg/dl 低下する。）

ヘマトクリット（Hematocrit）の Hemato（ヘマト）はギリシャ語が語源の haima(血液)に由来。crit(クリット)は同じくギリシャ語が語源で
判断するという意味の kritēs。 つまりヘマトクリットは血液（貧血の有無）を判断する検査という意味。
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血液は骨髄の共通の幹細胞から分岐して作られる
リンパ系
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網状赤血球

巨核球

T 細胞の T は Thymus（胸腺）

好塩基球

好酸球

好中球

単球

NK 細胞＝Natural Killer 細胞
B 細胞の B は鳥類の血液を
成熟させるファブリキウス嚢
（Bursa of Fabricius）に由来
する。人にファブリキウス嚢
は無い。

マスト細胞
（肥満細胞）

血小板

赤血球

（樹状細胞やマクロ
ファージは抗原提示
細胞と呼ばれる）

樹状細胞
（イラスト原図は１２３RF から有料でダウンロード）

マクロファージ

（マクロファージのファージは貪食するという意味。ファージ（phage)
の語源 はギリシャ語の φάγος で食べる人の意味がある。

アレルギー症状はどうして起こるのか？（スギ花粉症を例に解説する）
スギ花粉（抗原）

樹状細胞

スギ花粉飛散

樹状細胞という細胞がスギ花粉の情報
を分析する
樹状細胞は所属リンパ節（会社なら近くの営業所
みたいな感じ）にもどり情報を T 細胞に伝達

（IL-4,IL-13）

IgE
IgE 抗体を産生

T
細 T 細胞
胞 （ naiveT → Th2
細胞へ分化）
スギ花粉には注意したほうが良いわよ！

B 細胞

（IgE 抗体がマスト細胞の受容体に結合
すると感作が成立した、と呼ばれる。

B
細
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樹状細胞
所属リンパ節（営業所）

T→B 細胞へ情報伝達
IgE 抗体
を産生

受容体

マスト細胞
（肥満細胞）

マスト細胞（肥満細胞）
電顕写真

スギ花粉（抗原）
脱顆粒
IgE 抗体はマスト細胞（肥満細
胞）と結合。スギ花粉が飛散
してくると｢異物だ！｣と判断し
てヒスタミン、プロスタグラン
ジン、ロイコトリエンなどの物
質を分泌する。
ヒスタミンなど

（ヒスタミンなどの話は後で解説する）

（イラスト原図は１２３RF から有料でダウンロード）

IgE 抗体の Ig は(Immunoglobulins）で免疫グロブリンのこと。IgE 抗体が産生
されておこるアレルギーはすぐに反応が起こる(スギ花粉→鼻水)ので、
即時型アレルギー（Ⅰ型アレルギー）と呼ばれる。

マスト細胞という名前の由来は？
上記電顕写真のように沢山の顆粒が見える。初め
て報告したドイツ人パウエルがこの様子が mast(
木の実）があるように見えたので mast cell と命名。
日本語の肥満細胞も妙な名前だが沢山顆粒があっ
て細胞が肥満したように見えるから？
（ちなみに mast cell の mast は船のマストと同じ綴り）

抗アレルギー薬について
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以前の抗アレルギー(抗ヒスタミン）薬は眠くなる事が多かった。何故？

第 1 世代と呼ばれる最初の抗ヒスタミン薬は視床下部の覚醒中枢(後部視床下部の結節乳頭核）
を抑制→眠気がきた。ヒスタミンは H1 と H2 の２種類あるが、脳の H1 受容体ブロックが眠気を誘う。
第 1 世代抗ヒスタミン薬にはレスタミン(内服が現在もあるがレスタミンコーワ軟膏もある）などがある。
ちなみにレスタミン（Restamine)の名前は Resistant(抵抗する） Histamine(ヒスタミン）でヒスタミン
に抵抗するという意味で命名された(インタビューフォームより）。
（乗り物酔いのトラベルミンにもレスタミンの成分のジフェンヒドラミンが含まれているので眠くなる事がある。）

現在良く使用されている第 2（3）世代のフェキソフェナジン（アレグラ）は眠気が少ない。これは脳への血液移行が少なく、
脳の H1 受容体ブロックする割合が低いため。エピナスチン塩酸塩（アレジオン）も第２（３）世代の薬。どちらも私は服用し
たが効果に差は無かった。アレジオンは１日 1 回服用なので現在はスギ花粉症の時期は内服している。
（ちなみに 2018 年 2 月に行われた日経メディカルの医師へのアンケートでは処方 1 位はフェキソフェナジンで約 30％、2 位がエピナスチン塩酸塩で
約 16％、3 位がザイザルの約 15％の処方であった） ※ザイザルも私は服用したことがあるが、かなり眠気があった。
薬品名

薬価

備考

アレグラ（先発） 30mg

45.4 円

60mg の薬価は 57.4 円

フェキソフェナジン（後発）30ｍｇ

9.9 円～23.4 円

60mg の薬価は 23.2 円～30 円

アレジオン（先発）10ｍｇ

70.5 円

20mg の薬価は 89.5 円

エピナスチン塩酸塩（後発）10ｍｇ

25.7 円～49.4 円

20mg の薬価は 35.7 円～85.2 円

（後でまた解説するが、これらの薬には H1 受容体ブロック作用の他にもロイコトリエンと呼ばれるアレルギー物質の遊離抑制作用やロイコトリエン
受容体拮抗作用や好酸球遊走抑制作用などがある）

ヒスタミン受容体には H1～H4 まである。H2 受容体は胃などにあり、ヒスタミンが結合して胃酸が分泌される。H2 受容体
をブロックする薬がファモチジン（ガスター）である。ところが、このファモチジンをアレルギーに使用することがある。何故？

H2 受容体は胃だけで無く皮膚血管にも約 15％存在する。H2 受容体ブロッカー（ファモチジンなど）を使用すると皮膚血管
から分泌されるヒスタミンをブロックしてアレルギーにも効果が期待できる？（ただし、抗ヒスタミン薬との併用として使用）
（私は H2 ブロッカーを併用して服用したことは無いが、症状が強い時に一度試してみようかと考えている）

肥満細胞
ヒスタミンが H2 受容体と結合

胃には H2 受容体があり
ヒスタミンが結合すると
胃液（胃酸）が分泌される

H2 受容体をブロックすると胃酸分泌
が抑制→胃潰瘍、胃炎に使用される
（現在は胃酸抑制効果が強いタケプロンなどのプロトン
ポンプ阻害剤が使用されることが多い。

皮膚などにも H2 受容体が少しある。
H2 ブロックはアレルギーにも効果がある？

ヒスタミン
ヒスタミンやロイコトリエンは毛細血管を拡張させる。スギ花粉症で
は鼻の血管拡張は鼻閉の原因となる。毛細血管拡張は血管内皮
細胞の間隙を広げ血管外に浸出液が漏出する。

抗原

気管支

肺胞

気管支には H1 受容体がありヒスタミンの結合で気管支が収縮して
喘息の原因となることがある。スギ花粉症患者の喘息合併は希。
ただし、喘息患者の約 30％はスギ花粉が症状悪化の誘因となる
（アレルギー51；565-570,2002)

ヒスタミンが血管拡張→血管から
漏出する浸出液→皮膚膨疹
ヒスタミンの知覚神経刺激→痒み
（掲示板掲載はここまで）

