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疾病予防情報の発信のあり方・課題を探るため、地域企業主催の医療セミナーに講師やテーマの選定で
積極的に協力して研究活動を進めている北大病院地域健康社会研究部門の市民向け医療セミナーから講演内容を抜粋し、
分かりやすく掲載しています。

地域� 通信

の症状は、すべての方に現れるわけ
ではないのですが、およそ半数の方
は午前中調子が悪いという症状にな
ります。
　仮面うつ病という言葉を聞いたこ
とがあると思いますが、これは軽い
うつ病の場合で、「死にたい」、「憂
鬱」、「悲しい」という症状はあまり
なく、むしろ食欲不振、性欲減退、
頭痛、腹痛、肩の痛み、腰痛、目が
痛いなどの身体症状が患者さんの症
状になります。
　その他に吐き気、肩こり、疲れや
すい、だるい、お腹が張る、頻尿、
口が渇く、下痢、便秘、そして四肢
末端のしびれ、などの身体症状がみ
られる場合もあります。
　ですから他の診療科に行き「身体
の方は何ともないですよ」と言われ
たら、うつ病を疑ってみるというこ
とも大事です。このように身体の症
状が前面に出て、うつ病が身体症状
の裏に隠れているような場合を仮面
うつ病といいます。
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ですから、かなり多いですね。ただ、
女性でうつ病発症が多い理由は、ま
だよくわかっていません。
　うつ病のおよそ 10 ～ 20％は、な
かなか治りにくく、国内で発売され
ている抗うつ薬が十分に効かないと
いわれています。このような患者さ
んは慢性の経過をたどって、数年う
つ病が続きます。このような患者さ
んに対する治療法は日本でも海外で
も現在、盛んに研究が行われ、様々
な治療法が見つけ出されています。
　逆に言いますと、80 ～ 90％の方
は順調に良くなって、社会復帰され
ているのです。
　一旦うつ病になりますと能率が落
ち、ミスや物忘れが多くなります。
そうなると余計自分の負担になりま
すから、悪循環になっていきます。
　うつ病の症状は、はじめは軽度で
すが、症状が出てから無理をしてい
るとますます辛くなります。できる
だけ早期にうつ病を発見して、休養
や早期治療をすることが重要です。
軽い状態で治療をしますと比較的良
くなりやすいですし、休むだけでも
ずいぶんと良くなります。ですから、
例えば毎日 11 時まで残業し、抗う
つ薬を服用しながらうつ病を治すと
いうようなことは、なかなか難しい
ことです。

こんな症状が、うつ病の特徴

　うつ病の症状には「体の症状」、
心の症状である「精神症状」と「日
内変動」の 3 つがあります。
　体の症状では “ 体のだるさ ” が重
要です。さらに睡眠障害も多く見ら
れます。眠られなくなる場合と、寝

うつ病発症のメカニズム

休養、早期発見、早期治療の必要性

悪循環の形成

〈遺伝・子供のときの
虐待〉素因、脆弱性 

＋

うつ病発症

うつ病の症状増悪

長期にわたる心理的ストレス

症状出現による能率
の低下、適応能力の
低下、ミス、物忘れ

2011年度コープさっぽろ（帯広地区）
健康セミナー
8月26日開催より
　　　北海道大学病院精神科神経科講師　井上　　猛

すぎる場合があります。それから食
欲の変化も出てきます。食欲不振だ
けではなく、食欲が出過ぎる「過食」
の場合もあります。
　心の症状としての精神症状は、興
味・関心の減退です。たとえば、そ
の方の一番好きなことを聞き、野球
が好きな方なら、日本ハムのゲーム
とか、高校野球の内容などに触れ「最
近も楽しんでいますか？」と聞いて、

「何か、最近は興味がなくなったわ」
などと言う場合は、うつ病を疑うこ
とがあります。
　それから意欲・気力の減退です。
疲れやすく、やる気が湧かないと
いった傾向です。女性でしたら、お
掃除やお料理が面倒くさくなったり
する症状ですね。
　それから知的活動能力の減退もみ
られます。新聞や本が読めなくなる
のです。新聞やチラシなどを丹念に
読んでいた方が、うつ病になると読
めなくなります。
　以上のような症状が、典型的なう
つ病の症状です。これらの症状が 2
週間以上ほぼ毎日、一日中続き、そ
して休むと少しは軽くなるのですが
回復はしないという点が、うつ病の
特徴ですね。
　こういう状況がすべて出揃い、単
なる憂鬱ではない状態を、典型的な
うつ病と考えます。
　さらに、朝方や午前中が悪く、夜
が良いという日内変動が現れてきま
す。つまり、午前中は寝てばかりい
るけれど夜になると少し元気になる
ので、お酒を飲んだり、テレビを見
て笑ったりするのです。そうすると、
家族に「怠けているのではないか？」
と誤解される方もいるのですね。こ

うつ病の早期発見・
治療

うつ病とはどんな病気？

　最近は、インターネットなどで調
べて「私はうつ病かもしれない」と
思われてから病院に来る方もいま
す。それほどまでに広く知られるよ
うになった、うつ病の早期発見と治
療について一緒に考えていきたいと
思います。
　いくつかのウェブサイトに、うつ
病のチェックポイントが掲載されて
おり、それをチェックすると「あな
たは、うつ病かもしれません」とい
う回答が出るサイトがあるようです。
しかし、うつ病にはまだまだ未知の
事柄が多くあり精神科医でも、時に
診断が難しいことがある病気です。
　うつ病は、非常に辛い病気ですが、
自然経過として “ 必ず治る ” という
少し明るい面もある病気です。
　通常は数か月から数年で治ること
が多く、中には長引く方もいらっ
しゃいます。そして一生に一度うつ
病になり、それきりずっと、うつ病
にならない方もいて、そういう方が
うつ病患者の 3 分の 1 くらいになり
ます。
　一方、うつ病を一生の間に何回か
繰り返す方もいらっしゃいますね。
こちらの割合が、およそ 3 分の 2 ぐ
らいです。くり返す方では、抗うつ
薬を長く飲み続けて、うつ病を予防
していくことが可能です。
　一生の間にどのくらいの確率でそ
の病気にかかるかという「生涯有病
率」というものがあります。男性で
は 100 人のうち 3 人、女性では 100
人のうち 8 人という数字がありま
す。男女あわせると 16 人に 1 人位
の方がうつ病を発症するということ

�うつ病の自己診断方法は？

　うつ病を診断する際に簡便な、
PRIME-MD PHQ-9 という「こころ
とからだの質問票」があります。項
目が 9 つあります。5 つ以上あては
まると、うつ病が疑われます。
　合計点が 10 点以上あると、うつ
病と疑うことができます。項目 a か
ら i の症状は、米国精神医学会が
作った DSM―IV という「うつ病の
診断基準」の症状です。ただ、自己
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診断で終わらせるのではなく、精神
科を受診していただいて、正しい診

うつ病のきっかけは何？

　身近な人の死が、うつ病のきっか
けとして多いですね。それから自分
の病気。その他に失業、離婚などの
悲しい出来事。一方意外にも昇進、
転勤、進学、新築、就職、結婚、出
産など、おめでたい出来事も、うつ
病のきっかけになることがありま
す。引っ越しや子どもの独立などは、
お母さんでみられるきっかけです
し、男性では退職などの環境変化に、
うまく自分の身体や気持ちが、つい
て行かないと、うつ病のきっかけに
なります。
　最近ですと慢性的な過労、残業が
うつ病のきっかけにもなるのではな
いかと言われています。ただ残業が
どのくらい、うつ病に関係している
のかは、実際にはまだ良くわかって
いない部分もあります。
　何かがきっかけで、うつ病になっ
たとしても、その後、きっかけが解
決しても治らないのです。ある程度

だけ残業しないとか、土日は休むな
どですね。
　仕事量を半分以下に減らすことが
理想です。自分でコントロールでき
ない場合には、職場と相談する、診
断書を提出して休むなどの対処が必
要です。
　症状がつらいときは休んで治療に
専念することも大切です。休養には
1 か月～ 3 か月ほどの期間が必要で
す。症状が出現し始める初期に治療
を開始すると早く回復しますし、軽
症な程、早く治りやすいです。
　最近は副作用の少ない様々な抗う
つ薬が使われています。抗うつ薬治
療をどのように開始するかという
と、まず第一には、うつ病であるか
どうかを見極めます。患者さんが「憂
鬱」を訴えるからといって抗うつ薬
を処方するわけではありません。一
般科であれば「こころとからだの質
問票」に記入してもらうなど、様々
なうつ病の症状があるかどうかを確

認することが大切です。
　また、「パーソナリティ障害」と
いいまして、非常に敏感な方がい
らっしゃいます。非常にナイーヴで、
デリケートな方の場合は憂鬱になり
やすいわけです。このような方で、
うつ病ではなく、一過性に憂鬱にな
るときには抗うつ薬を使わず、違う
タイプの、気持ちが落ち着く薬など
を使用します。
　抗うつ薬は、一種類で治療するの
が原則です。何種類も飲んでいる方
がいますが、基本は一種類です。ど
うしても眠られなければ睡眠薬を一
種類だけ併用します。
　初期の治療ではできるだけ種類を
少なくし、どうしても一種類で良く
ならなければ、併用することも可能
です。少量から開始し、副作用が無
ければ増量していきます。少量でよ
ければむやみに増量する必要はあり
ません。重要なのは、4 週間は効果
の経過を見るということでしょう。

うつ病の誘因

・ 身近な人の死
・ 病気（癌等）、失業、離婚
・ 昇進、転勤、進学、新築、就職、結婚、
出産

・ 引っ越し、子供の独立、退職
・ 慢性的な過労、残業過多（一ヶ月に
70時間以上の残業は黄色信号：ある
会社での指標）

うつ病の総合的治療とうつ病治療の 5 原則

持続力意欲気分

抗うつ薬
休息

運動・軽作業・リハビリ

精神療法
（認知療法）

通常の活動

支持的・小精神療法
サイコエデュケーション
環境調整・栄養・日光

うつ病治療の5原則
1 ． 静養（自宅療養、入院治療）と薬物治療、精神療法（小精神療法、認知療法）
2 ． 軽症の場合は通院しながら仕事を継続することもできるが、その場合も仕

事量を軽減することが大切であり、残業はさけることが必要である。とも
かく無理しない、少なくとも本来の 3 ～ 5 割の仕事量に抑える。悪循環を
避けること！

3 ． 仕事、学業を休んで治療に専念することも重要（まず 1 ヶ月から 3 ヶ月）
4 ． 症状が出現した初期に治療を開始するとはやく改善する。
5 ． 軽症ほどはやく、容易に改善する（SSRI や SNRI が第一選択）

PRIME-MD PHQ-9　こころとからだの質問票
この2週間、次のような問題に、どのくらい頻繁に悩まされていますか？
ⓐ 物事に対してほとんど興味がない、
または楽しめない

ⓑ 気分が落ち込む、憂うつになる、ま
たは絶望的な気持ちになる

ⓒ 寝付きが悪い、途中で目がさめる、
または逆に眠り過ぎる

ⓓ 疲れた感じがする、または気力がな
い

ⓔ あまり食欲がない、または食べ過ぎ
る

ⓕ 自分はダメな人間だ、人生の敗北者

だと気に病む、または自分自身ある
いは家族に申し訳がないと感じる

ⓖ 新聞を読む、またはテレビを見るこ
となどに集中することが難しい

ⓗ 他人が気づくぐらいに動きや話し方
が遅くなる、あるいはこれと反対に、
そわそわしたり、落ち着かず、ふだ
んよりも動き回ることがある

ⓘ 死んだ方がましだ、あるいは自分を
何らかの方法で傷つけようと思った
ことがある

全くない＝0点
数　　日＝1点

半分以上＝2点
ほとんど毎日＝ 3点

ⓐかⓑが 2 点以上、2 点以上のⓐ～ⓗあるいは、1 点
以上のⓘの項目が 5項目以上あてはまると、大うつ病
エピソード（原版では大うつ病性障害）が疑われる
北海道医師会：一般医のためのうつ病治療ガイドライ
ン収載（版権：ファイザー）

断を受けて治療を受けられるのが良
いでしょう。

うつ病の治療は、
どんな内容？

　うつ病の初期治療の基本の第一
は、静養です。加えて、自宅療養や
入院治療、そして薬物治療や精神療
法を併用します。
　軽ければ抗うつ薬を服用しながら
仕事をすることもできますが、仕事
量を減らすことが大事です。できる

■肝疾患相談センター市民公開講座

肝臓病の栄養を考えましょう～肝臓病に
合わせた適正な食事とは？

日時： 平成 23 年 11 月 26 日（土）
13：00 ～ 16：00　受講料無料

会場： 北海道大学病院臨床大講堂（定員200名）
対象：一般市民
講演内容：
　① 久留米大学医学部 講師　川口　　巧先生
　　 「肝臓病患者の栄養状態と栄養治療の意義について」
　② 東海大学医学部 准教授　白石　光一先生
　　 「アルコール性肝障害の現況、脂肪性肝障害の

診断と治療」
　③ 名寄市立大学保健福祉学部栄養学科 

 教授　久保ちづる先生
　　 「肝臓病患者の食事（肝硬変、アルコール、脂

肪性肝障害）」

申込方法：下記の問い合わせ先に封書、FAX、電子メー
ルのいずれかに住所、氏名、電話番号を明記の上、お
申込みください。
問い合わせ先：
〒 060︲8648　札幌市北区北 14 条西 5 丁目
　 北海道大学病院　肝疾患相談センター
　TEL 011︲706︲7788　FAX 011︲706︲5630
　 専用アドレス　liver_reception@huhp.hokudai.ac.jp

■北大サステナビリティ・ウィーク2011
「痛っ」のサイエンス

日時：  平成 23 年 12 月 3 日（土）
10：00 ～ 15：30　受講料無料

会場：北海道大学　歯学部講堂
対象：一般市民

疼痛の違いについて、日常に起こりうる状況をご
紹介しながら、分かりやすく解説します。

講師：ピーター・スベンソン
　　　 オーフス大学（デンマーク）臨床口腔生理

学教室　教授
　　　マリーン・エンベアグ
　　　 カロリンスカ研究所（スウェーデン）臨床

口腔生理学教室　准教授

解説：有馬　太郎
　　　 北海道大学歯学研究科口腔機能学講座　助教
──同時通訳もあります──

お問い合わせ：　北海道大学歯学研究科（担当：有馬）
お申込み先：TEL 011︲706︲4275　FAX 011︲706︲4276

休養して、抗うつ薬などの治療を受
けないとなかなか治らないというの
が、うつ病と健康な人の憂鬱の違い
です。

市民講演会
のお知らせ
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ヒューヒューゼーゼーを�
考える

　今、3 人に 1 人はなんらかのアレ
ルギーを持っていると言われていま
す。特に子どもさんのアレルギーが
非常に問題になってきています。
　アレルギーの医学上の定義は、過
剰な免疫反応が身体に害を与えてし
まう状態をさします。つまり、細菌
やウイルスにかかると身体の免疫反
応でそれを対処してくれるわけです
が、反応を起こしてはいけないよう
なものに対して過剰な免疫反応を起
こしてしまう状態をアレルギーとい
います。従って、広い意味でのアレ
ルギー疾患には、ぜんそく、食物ア
レルギーなどの他、SLE（全身性エ
リテマトーデス）、リウマチなどの
自己免疫疾患も含まれます。
　身体の中に「IgE 抗体」という狭
い意味でのアレルギーを起こす抗体
を作りやすい人を、いわゆる「アレ
ルギー体質」あるいは「アトピー体
質」といいます。「アトピー体質」
イコール「アトピー性皮膚炎」では
ありません。「アトピー体質」があ
る人でプラス乾燥肌の体質、つまり
皮膚のバリアの機能が異常な人が

「アトピー性皮膚炎」になっていき
ますので、誤解の無いようにして下
さい。同様に、ぜんそくはアレルギー
反応以外に、環境要因、感染、タバ
コ、大気汚染といったもので気管支
の気道が過敏な状態になっている人
が、ぜんそくになると考えていただ
ければ良いと思います。
　ぜんそくは、「笛

てき

性
せい

喘
ぜん

鳴
めい

」といい、
ヒューヒューゼーゼーして、発作的
に繰り返すことを指します。放って
おいて、治ることもありますが、治
療してすぐに改善させる方が良いで
すね。そのために薬を使い気管支を
開いてあげることにより良くなりま
す。
　ところがヒューヒューゼーゼーが
持続してくると炎症になり、その後、
組織変化が起こります。例えば怪我
をした時に痕が残ります。つまり完
全に正常な状態にはなかなか戻らな

2011年度コープさっぽろ
健康セミナー（札幌地区）8月29日より
　　� 北海道大学大学院医学研究科小児科学分野講師

� 小林　一郎

子供のアレルギー
気管支ぜんそくと
食物アレルギー

アトピー体質は Ige 抗体を作りやすい

乾燥肌 気道過敏性

アトピー性皮膚炎 気管支喘息

IgE：異物に対して産生される抗体の一種
Ig とは免疫グロブリン（Immunoglobulin）の略
IgG、A、Mがウイルスや細菌に対する感染防御に役立つ
IgEは寄生虫に対する免疫とアレルギー発症に関与する

遺伝性要因：アトピー体質＝IgEを作りやすい

環境要因
感染
たばこ
大気汚染など

いのですが、そういったことが気管
支の粘膜にも起こってしまうわけで
す。
　 ぜ ん そ く の 中 心 は、 ゼ ー ゼ ー
ヒューヒューです。咳だけという「咳
ぜんそく」がありますけれども、こ
れはむしろ例外的です。
　ゼーゼーすると息が苦しくなり、
会話もできなくなってくるし、食事
も摂れなくなっていきます。あまり
ひどいと、寝ている間に発作を起こ
して、ゼーゼーして目が覚めてしま
うことがあります。もっとひどくな
ると、血液中の酸素が下がって、爪
先や唇がピンク色から紫に変わって
いきます。そういう状態をチアノー
ゼといいます。

　ぜんそくを、「IgE 抗体」が関与
したタイプ（アトピー型）と、「IgE
抗体」が関与していないタイプ（非
アトピー型）に大きく分けてみま
しょう。
　子どもの場合ですと 9 割以上がア
トピー型ですし、中年以降に発症す
る大部分の方は「IgE 抗体」が関係
していない非アトピー型だといわれ
ます。アトピー型ではアレルギー性
鼻炎やアレルギー皮膚炎の合併率と
いうのも当然高くなりますね。
　あまりゼーゼーヒューヒューを繰
り返すと、肺が破れて、気胸とか気
縦隔、あるいは皮下気腫といったよ
うな状態になったり、あるいは痰が
増えてそれが肺で詰まって、無気肺
という状態になってしまうこともあ

ります。
　ではゼーゼーした場合にはどうす
るかといえば、まず「発作の程度を
評価する」ことが必要になります。
息苦しさなどを呼吸の仕方や見た目
で判断するほか、酸素飽和度モニ
ターという、指に挟むだけで酸素が
どのくらい通っているかがわかるモ
ニターで客観的に評価する方法もあ
ります。

ぜんそくの治療方法

　慢性期の治療目標として、軽いス
ポーツを含め日常生活が普通に行え
て、昼夜を問わずに症状をなくし、
吸入回数を減らしたり、まったく必
要ない状態にすることがあります。
そして肺機能検査や吐く息の “ 瞬間
最大風速 ” であるピークフローが安
定していることなどがあげられます。
　病院では、ベネトリンやメプチン
といった気管支拡張剤を吸入しま
す。これらは「β 2 アドレナリンレ

セプター作動薬」といいます。これ
らの薬は、気管支だけに効くアドレ
ナリン様の物質を人工的に作ること
で、心臓に副作用が起こりにくいア
ドレナリンというふうに考えてくだ
さい。これで気管支を開いてあげる
ことが出来、一番即効性があります。
携帯用の吸入もあり、処方されて自
宅で使えるものもあります。また、
酸素吸入をするとか、ステロイド注
射をすることもあります。それから
テオフィリン（ネオフィリン）など
を点滴して、急性期のぜんそく発作
へ対処するなどの処置をします。
　慢性期の治療法としては、細胞か
ら化学伝達物質が出にくくするよう
にインタールの吸入薬を使用した
り、β 2 刺激剤で気管支の攣

れん

縮
しゅく

（気
管支の壁の中にある筋肉が収縮し
て、気管支が細くなる状態）を取っ
たり、ロイコトリエン（気管支の周
りの筋肉を収縮させたり、白血球を
呼び寄せて炎症を起こす物質）を抑
えるロイコトリエン拮抗剤というも
のがあります。
　また、よく使われているテオフィ
リンは低い濃度で炎症を抑え、高い
濃度では気管支を開く効果のある薬
があります。しかし副作用が結構あ
り、血中濃度が上がってくると興奮
したり、頭痛、吐き気や、胸がどき
どきしてくる場合があり、ひどい場
合は痙攣を起こします。特にやっか
いなのは治療域と副作用域が非常に
近いことで、血中濃度を上手に測定
しながら量を調整しなくてはいけま
せん。
　吸入するステロイド薬はよく効き
ますし、現在では喘息治療の中心に
なっています。ステロイド自身は副
作用がたくさんありますが、吸入薬
のステロイド剤は身体中に吸収され
ると活性を失ってしまうように作ら
れていますから、全身の副作用はほ
とんど出てきません。使用する場合
は、赤ちゃんで1日50～100 μgです。
小学生でもせいぜい 400 ～ 800 μg
が最大投与量になりますね。2000 μg
以上連用すると、副腎皮質に影響が
出るというデータがあります。

気管支ぜんそくの症状

・喘鳴；ゼーゼー・ヒューヒュー
・咳嗽
・陥没呼吸・肩呼吸・起坐呼吸
・会話・食事出来ない
・苦しくて睡眠から覚醒
・チアノーゼ
・ピークフロー低下

ぜー
ぜー

ペコペコ
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て、他に何も食べていないのならア
ジが原因ですよね。こういった意味
でも食物日誌が重要であることがお
解りになると思います
　抗アレルギー剤のインタールには
経口薬もあります。この薬は飲んで
もほとんど体に吸収されず、局所だ
けに効きます。インタールで腸に膜
を張ると、食物アレルゲンを間違っ
て食べても症状が出にくいというよ
うなお話があります。有効性に関し
て明確な証拠がありませんが結構使
われています。
　あまりにもたくさんの食物で反応
が出てしまう場合には、本当に強く
て急性の症状を起こすものだけを除
去し、抗ヒスタミン剤効果を持つ抗
アレルギー剤で予め予防をします。

入っているペン型のエピナフリン
（＝アドレナリン）を携帯して、症
状が出た時に応急処置として自分で

（ないし親や学校の先生が）注射す
るものもあります。効果は一時的で
すのでそのような場合は注射後にす
ぐ受診しましょう。蕁

じん

麻
ま

疹
しん

くらいで
したら、抗ヒスタミン剤などを持っ
ている方はそれを飲むということに
なります。
　本当にひどい場合には、人工呼吸
管理をしたり、酸素を使ったり、昇
圧剤を使ったり、ICU での集中治
療が必要になることがありますが、
なるべくそうならないように予防
と、万一起こした時にどうしたらよ
いかということを、担当医とよく相
談すると良いでしょう。
　妊娠・授乳中の食事制限は必要か
どうかとういうことですが、昔は卵
を妊娠中に食べると卵アレルギーの
子どもが生まれる。などとまことし
やかに言われ、結構、根拠もなく卵
を除去する人もいたのですが、科学
的根拠はあいまいです。ですから妊
娠中は様々なものをバランス良く食
べるのが良いでしょう。特定の食べ
物を止めたからといって、アレル
ギー体質の子どもが生まれないとい
うわけにはなりません。
　それから赤ちゃんが、まだ母乳し
か飲んでいないのにひどい湿疹が出
て、卵に対する IgE 抗体が強く出
てくることがあります。お母さんが
前の日に卵を食べると、母乳しか飲
んでいないのに湿疹がひどくなり、
蕁
じん

麻
ま

疹
しん

のような急性期の反応まで出
てしまうというようなお子さんが実
際にいます。これは経母乳感染と
いって、お母さんが食べたものがそ
のままおっぱいの中に出てしまうこ
とを意味します。これも因果関係が
明らかであれば、お母さんがある程
度食事制限をしていくということに
なります。

アナフィラキシーの治療

・�予防
  原因食物の除去：特に即時型
  抗アレルギー剤，抗ヒスタミン剤

・�治療：原因を問わず
  エピネフリン筋注：エピペン
 点滴
 ステロイド
 抗ヒスタミン剤
  ショック時は酸素・昇圧剤等
 喘息に対する治療

軽症なら抗ヒスタミン剤

アレルゲンの内容

・ ダニが原因の 80％以上を占める
　（ヤケヒョウヒダニ・コナヒョウヒダニ）
・ ペット；ネコ・イヌの陽性率が高い
　　　飼っているとは限らない
・ ハムスターも最近増加
・ 花粉はサイズが大きすぎて（＞ 20 μ m）

下気道に届かない：花粉症を起こすが喘
息は起こしにくいものもある

　これらの治療とともにとても重要
なことは、ダニのようなアレルギー
の誘引となるアレルゲンを除去する
という環境整備になります。

食物アレルギーとアナフィ
ラキシー

　食物アレルギーには「免疫学的機
序を介して食物が生体に不利な反応
を与えること」という定義がありま
す。3 大アレルゲンと言われている
のは、卵、牛乳、小麦ですね。日本
では昔は大豆だったのですが、食事
の西洋化によって小麦の方が多く
なってきました。この他に魚、エビ、
カニ、などたくさん原因があります。
　即時型のアレルギーは、原因食物
を食べて 10 － 30 分で起こります。
第 1 の症状として急に皮膚に赤いぶ
つぶつの発疹が出てかゆくなる蕁

じん

麻
ま

疹
しん

、第 2 に吐いたりお腹が痛くなっ
たり、下痢をしたりという消化器症
状、第 3 に鼻がムズムズする、詰ま
る、くしゃみが出る、喉がかゆい、
息が苦しいなどの呼吸器症状もあり
ます。さらにひどくなるとぜんそく
の症状も出てきます。こうした 3 つ
の症状の組み合わせに加えて、血圧
が下がり、心拍数が増加する頻

ひん

脈
みゃく

が
来て、チアノーゼのようないわゆる
全身虚脱でショックを起こしてしま
う状態を全身アナフィラキシーとい
い、きわめて危険な状態です。
　これら食物アレルギーの診断が大
事なのですが、まず原因を特定しな
くてはならないですね。原因を特定
し、原因除去や抗アレルギー剤など
で予防し、発症時にはきちんと対処
していくというふうにしていきま
す。アレルゲンの特定のために食物
日誌が重要で、何かこの子はおかし
いぞと思ったら、何を食べた時にそ
ういう症状が出るかを記録しておく
ようにして頂いています。いきなり
病院に来られても調べようがないで
すからね。食物日誌などから推測し

気管支ぜんそくの病態と治療

て、では血液の検査をしましょうか
ということになります。
　診断の確定をするために、“C

キャップ

AP―
R
ラ ス ト

AST” という食物を含めた色々なア
レルゲンに対する「IgE 抗体」を調
べる方法があります。また、アレル
ゲンのエキスを皮膚に付けてから針
でちょっとだけ突っついて反応を確
かめる皮内反応テストなどがありま
す。最終的に確定しなくてはいけな
い時には、除去負荷試験を行います。
　この負荷試験にはいくつかの意味
合いがあります。1 つは原因を特定
することですね。もう 1 つは閾

いき

値
ち

を
決定することです。アレルギーとい
うのは一定量までは大丈夫だけれど
も、一定量を超えた場合にポーンと
症状が出ます。それを「しきいの値」、

「閾値」と言っています。卵が怪し
いと想定した場合は、1 週間程卵を
全く食べさせないで、病院に来てく
ださいと言って、負荷試験をするの
ですね。まず黄身の 16 分割位、1
グラム位からいきます。少しずつ増
やしていって、大丈夫だったら白味
に移るといった具合です。そうする
と、たとえば、固ゆで卵の白身半分
までは OK だけど、1 個食べたら何
か出てしまうというような人がいた
場合には安全域を取って、「では 2
分の 1 のさらに 4 分の 1、白身 8 分
の 1 程度だったら食べて良いことに
しましょう」という形で決定してい
きます。それから「耐性」といって、
放っておいても結構な比率で治って
しまうのですね。本当に治ったかを
確認する意味でも負荷試験を行いま
す。
　それから「IgE 抗体」の値がすご
く高ければ原因である可能性は高い
けれども、「IgE 抗体」がちょっと
出ているからといってそれが原因で
はない場合があります。「IgE 抗体」
が陽性でも症状が出ない人はたくさ
んいます。逆に IgE 抗体が陰性で
も症状が出ることもあります。たと
えばアジの刺身を食べて症状が出

アナフィラキシーを起こし
たらどうするか

　予防には、原因食物を除去したり、
普段から抗アレルギー剤を飲むとい
うことです。しかし、発作が起きた
ら、まず病院に行かなくてはいけま
せん。
　アナフィラキシーを起こしやすい
人には、エピペンといって 1 回量が


