
あい皮ふ科アレルギー科院長
池　澤　善　郎

（聞き手　池田志斈）

　ラテックス・フルーツ症候群についてご教示ください。
　54歳女性、震災後の片付けでゴム手袋を使用した際、ひどい手の湿疹が出た
そうですが、その後から、今まで食べられていた果実ほぼすべてに強いアレル
ギー反応が起こるようになり、この３週間に２回アナフィラキシーを起こして
おられます。RASTではラテックスclass３でした。
　今後このケースではどう対応すべきでしょうか。果実の摂取は控えさせるべ
きでしょうか。

＜熊本県開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　食物アレルギーは負荷試験や皮膚テストが基本だと思いますが、開業医では
難しいのが現状です。
　１． 即時型アレルギーとOASの鑑別（RASTで花粉と果物の両方が反応してい

る場合など）。
　２．OASでも完全除去したほうがよいでしょうか。
　３．OASでは重症化はまれといわれていますが、注意すべき点はありますか。

＜神奈川県開業医＞

口腔アレルギー症候群

　池田　ラテックス・フルーツ症候群
（Latex-Fruit Syndrome：LFS）や花
粉食物アレルギー症候群（Pollen Food 
Allergy Syndrome：PFAS）として知ら
れる口腔アレルギー症候群（oral allergy 
syndrome：OAS）についての質問で
すが、どういった疾患なのでしょうか。

　池澤　これは食物を食べたとき、だ
いたい口腔咽頭症状というのですが、
そこから始まる症状です。それで終わ
る人もいるのですが、ただ、幾つかの
OASの中には強い症状の方がいます。
強い症状になると、鼻水が出るとか、
さらにもう少し強くなると、下痢とか

腹痛とか、あるいは喘息みたいなもの
も出て、ひどくなるとアナフィラキシ
ーショックを起こすのですが、多くは
だいたい最初に食べた口の周り、口唇
とか口腔内の症状で終わる人が多いで
す。
　ではどうして起こるのかといいます
と、だいたい食物アレルギーというと、
一般的には食べて感作しますが、OAS
の場合、まず代表的なものの一つは花
粉症で、経気道的に感作されて、そこ
でまず花粉のアレルギーが成立し、さ
らに花粉の中のアレルゲン成分と食べ
物のアレルゲン成分が同じ場合に症状
が出てくるのです。
　先ほどのLFSについても、一種の
OASなのです。有名なのは、バナナや
アボカドや栗などを食べたときに、口
の周りに症状が出て、全身にじんまし
んが出ます。この場合はラテックスで
すから、ゴム手袋など、ラテックスの
入った手袋をすることによって経皮感
作が起こり、その成分と同じ成分が食
べ物に含まれますから、それで症状を
起こす。そこがこのOASの特徴だと思
います。
　池田　普通の食物アレルギーであれ
ば、食べて経消化管的に感作が起こる。
でも、このLFSなどのOASは、消化管
ではなくて、皮膚であったり、鼻粘膜
であったり、そういったところで感作
されて、似通った抗原を持っている食
べ物を食べると起こってしまうという

ことですね。
　池澤　そうです。
　池田　２段階のような感じですね。
　池澤　ところが、ちょっと話を複雑
にして申し訳ないのですけれども、最
近は、従来のように食べて感作するの
は、本当は少ないのではないかという
意見が出ているのです。
　例えば乳児の食物アレルギーなども、
お母さんのオッパイには母乳があり、
母乳を吸うときに、ほっぺたに湿疹み
たいなものがあると、母乳の成分が経
皮的に感作する。今はむしろ食物アレ
ルギーのメジャーは、実は経皮感作な
のだという考えもあるのです。
　池田　赤ちゃんの口の周りに湿疹が
あると、そこから食物が入って、経皮
感作され、次に食べ物が来て、消化管
を通じてアレルギーが広がる。
　池澤　はい。実際に、保母さんのと
ころで講演したとき、「先生、私、そ
のとおりだと思います。卵料理をスプ
ーンで与えていたら、子どもが手づか
みで食べた。そうすると、今まで何で
もなかった子どもの手に症状が出るよ
うになり、そのうちに卵を食べると卵
アレルギーが出るようになりました」
とおっしゃる方がいたのです。
　池田　なるほど、そういう機序なの
ですね。
　池澤　このケースはけっこう多いの
です。大人の場合でも、いろいろいじ
っているうちに、手に接触アレルギー
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　ラテックス・フルーツ症候群についてご教示ください。
　54歳女性、震災後の片付けでゴム手袋を使用した際、ひどい手の湿疹が出た
そうですが、その後から、今まで食べられていた果実ほぼすべてに強いアレル
ギー反応が起こるようになり、この３週間に２回アナフィラキシーを起こして
おられます。RASTではラテックスclass３でした。
　今後このケースではどう対応すべきでしょうか。果実の摂取は控えさせるべ
きでしょうか。

＜熊本県開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　食物アレルギーは負荷試験や皮膚テストが基本だと思いますが、開業医では
難しいのが現状です。
　１． 即時型アレルギーとOASの鑑別（RASTで花粉と果物の両方が反応してい

る場合など）。
　２．OASでも完全除去したほうがよいでしょうか。
　３．OASでは重症化はまれといわれていますが、注意すべき点はありますか。

＜神奈川県開業医＞

口腔アレルギー症候群

　池田　ラテックス・フルーツ症候群
（Latex-Fruit Syndrome：LFS）や花
粉食物アレルギー症候群（Pollen Food 
Allergy Syndrome：PFAS）として知ら
れる口腔アレルギー症候群（oral allergy 
syndrome：OAS）についての質問で
すが、どういった疾患なのでしょうか。

　池澤　これは食物を食べたとき、だ
いたい口腔咽頭症状というのですが、
そこから始まる症状です。それで終わ
る人もいるのですが、ただ、幾つかの
OASの中には強い症状の方がいます。
強い症状になると、鼻水が出るとか、
さらにもう少し強くなると、下痢とか

腹痛とか、あるいは喘息みたいなもの
も出て、ひどくなるとアナフィラキシ
ーショックを起こすのですが、多くは
だいたい最初に食べた口の周り、口唇
とか口腔内の症状で終わる人が多いで
す。
　ではどうして起こるのかといいます
と、だいたい食物アレルギーというと、
一般的には食べて感作しますが、OAS
の場合、まず代表的なものの一つは花
粉症で、経気道的に感作されて、そこ
でまず花粉のアレルギーが成立し、さ
らに花粉の中のアレルゲン成分と食べ
物のアレルゲン成分が同じ場合に症状
が出てくるのです。
　先ほどのLFSについても、一種の
OASなのです。有名なのは、バナナや
アボカドや栗などを食べたときに、口
の周りに症状が出て、全身にじんまし
んが出ます。この場合はラテックスで
すから、ゴム手袋など、ラテックスの
入った手袋をすることによって経皮感
作が起こり、その成分と同じ成分が食
べ物に含まれますから、それで症状を
起こす。そこがこのOASの特徴だと思
います。
　池田　普通の食物アレルギーであれ
ば、食べて経消化管的に感作が起こる。
でも、このLFSなどのOASは、消化管
ではなくて、皮膚であったり、鼻粘膜
であったり、そういったところで感作
されて、似通った抗原を持っている食
べ物を食べると起こってしまうという

ことですね。
　池澤　そうです。
　池田　２段階のような感じですね。
　池澤　ところが、ちょっと話を複雑
にして申し訳ないのですけれども、最
近は、従来のように食べて感作するの
は、本当は少ないのではないかという
意見が出ているのです。
　例えば乳児の食物アレルギーなども、
お母さんのオッパイには母乳があり、
母乳を吸うときに、ほっぺたに湿疹み
たいなものがあると、母乳の成分が経
皮的に感作する。今はむしろ食物アレ
ルギーのメジャーは、実は経皮感作な
のだという考えもあるのです。
　池田　赤ちゃんの口の周りに湿疹が
あると、そこから食物が入って、経皮
感作され、次に食べ物が来て、消化管
を通じてアレルギーが広がる。
　池澤　はい。実際に、保母さんのと
ころで講演したとき、「先生、私、そ
のとおりだと思います。卵料理をスプ
ーンで与えていたら、子どもが手づか
みで食べた。そうすると、今まで何で
もなかった子どもの手に症状が出るよ
うになり、そのうちに卵を食べると卵
アレルギーが出るようになりました」
とおっしゃる方がいたのです。
　池田　なるほど、そういう機序なの
ですね。
　池澤　このケースはけっこう多いの
です。大人の場合でも、いろいろいじ
っているうちに、手に接触アレルギー
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といいますか、食べ物アレルギーが起
きて、それから食べられなくなる方が
いらっしゃるのです。
　ではOASと何が違うのかというと、
OASの多くは、先ほど言った花粉とか
ゴム手袋という、違う物質との交叉反
応で起こる人が多いのです。普通は食
物そのものからですよね。
　池田　例えば、ラテックスに含まれ
ている限定された物質と、食べ物の中
に含まれているものが似ているから、
たまたま反応するのでしょうか。
　池澤　全く同じものがあるらしいの
です、あるリガンドだけでいえば。
　池田　そのリガンドが同じものだか
ら反応してしまうのですね。
　池澤　普通はそれがなぜ食物だけで
起こらないかというと、実は食べると
きはみんな消化されて、そのリガンド
の部分は小さいですから、感作が起き
ないらしいのです。
　池田　アミノ酸まで細かく切られて
しまっているからですね。
　池澤　しかしその小さな部分でも、
誘発だけはできるのです。
　池田　誘発はできる。ただし感作は
できない。
　池澤　OASがこれからわかってくる
のは、実はそのように本来は分解され
やすいのだけれども、ある部分だけは
残っている。それ自身は感作能力はな
いけれども、誘発能力はある。感作す
るときだけは、花粉症が絡んだり、先

ほど言ったゴム手袋だったりで感作し
て起こってくる。そこに特徴があるよ
うです。
　池田　最先端の話だと思いますが、
実際に臨床の面で患者さんを見るとき
には、問診で例えば手袋とか花粉症と
かを聞きますね。次に、本当にターゲ
ットの食物がアレルゲンになっている
かどうか。これはどのように検査をす
るのでしょうか。
　池澤　私はまず問診で一番大事にし
ているのは、同じことが２回起こった
人はだいたいOASの可能性が高いと見
るのです。
　池田　１回では当てにならない。
　池澤　そうなのです。必ず「１回だ
け？」と聞いて、２回同じことがあっ
た場合には、「じゃあ可能性がありま
すね」と。次はテストなのですけれど
も、IgE抗体というのは、皆さんラテッ
クスでもご存じだと思うのですけれど
も、アトピー性皮膚炎の患者さんはラ
テックスアレルギーのあるなしにかか
わらず50％ぐらいラテックスのIgE抗
体がRASTで陽性となるため、診断の
決め手になりません。ですから、プリ
ック（刺す）テストが現状ではたいへ
ん有用です。
　池田　やはりプリックテストを行う
のですね。
　池澤　そのプリックテストも、食物
の場合、その対応アレルゲンすべてを
用意できていませんよね。

　池田　ないですね。
　池澤　だから、アズイズ（as is）が
いいのです。アズイズプリックテスト
では、例えば「リンゴにプリック、あ
なたにプリック」なのです。そうする
と何でもできるのです。
　池田　同じ針を使って、まず食べ物
に刺して、そして皮膚に刺すのですね。
　池澤　陽性反応が出ればだいたい食
物アレルゲンの可能性が高い。最近は
ラテックスアレルギーも、今のRAST
で診断できない症例も診断できる時代
を迎えています。最近では実際のアレ
ルギーに対応するアレルゲンコンポー
ネントに対するIgE抗体を測定できる
キットが開発されています。その特異
的IgE抗体価を測定することで診断で
きる時代を迎えていますが、まだほん
の一部のアレルゲンに限られています。
　池田　まだ始まったばかりというこ
とですね。
　池澤　ようやく出たのがラテックス
のrHev b6.02、それともう一つ、patho-
genesis-related protein 10（PR10）に
属する大豆アレルゲンのGlym ４も最
近わかってきました。ほかにも食物ア
レルギーに対応する各種アレルゲンコ
ンポーネントが報告されていますが、
まだコマーシャルベースで検査できる
ものは限られています。
　池田　今のところはアズイズプリッ
クテストがよいのですね。
　池澤　そうですね。実用的にはアズ

イズプリックテストが最も有用だと思
います。
　池田　プリックテストは特別な針で
行っているようですけれども。
　池澤　そうですね。ランセッターが
非常に便利です。かなり昔の話になり
ますが、僕が皮膚科に入局した時代は
プリックテストは注射針を用いてやっ
ていましたから、とてもたいへんでし
た。深く刺してしまう危険もあるため
です。ところがプリックテスト用の北
欧製のランセッターを手に入れて実施
してみたところ、深くプリックしてし
まうことがないためたいへん便利です。
　池田　一定の深さで止まるというこ
とですね。
　池澤　止まります。食べ物にも皮膚
にも簡単にできます。
　池田　質問で、開業医レベルではな
かなか皮膚テストが難しいという話で
すが、アレルギーの専門家にお任せす
るということですね。
　池澤　そうしたほうがよいと思いま
すが、プリックテストはかなり安全な
テストですので、OASのような食物ア
レルギーの診断に有用なgolden stand-
ard testとされています。これに対し
て、皮内テストはアナフィラキシーシ
ョックを引き起こすことがありますの
で、注意が必要です。また、即時型ア
レルギーの皮膚テストとして知られる
スクラッチテストは、皮内テストより
もアナフィラキシーショックを引き起
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といいますか、食べ物アレルギーが起
きて、それから食べられなくなる方が
いらっしゃるのです。
　ではOASと何が違うのかというと、
OASの多くは、先ほど言った花粉とか
ゴム手袋という、違う物質との交叉反
応で起こる人が多いのです。普通は食
物そのものからですよね。
　池田　例えば、ラテックスに含まれ
ている限定された物質と、食べ物の中
に含まれているものが似ているから、
たまたま反応するのでしょうか。
　池澤　全く同じものがあるらしいの
です、あるリガンドだけでいえば。
　池田　そのリガンドが同じものだか
ら反応してしまうのですね。
　池澤　普通はそれがなぜ食物だけで
起こらないかというと、実は食べると
きはみんな消化されて、そのリガンド
の部分は小さいですから、感作が起き
ないらしいのです。
　池田　アミノ酸まで細かく切られて
しまっているからですね。
　池澤　しかしその小さな部分でも、
誘発だけはできるのです。
　池田　誘発はできる。ただし感作は
できない。
　池澤　OASがこれからわかってくる
のは、実はそのように本来は分解され
やすいのだけれども、ある部分だけは
残っている。それ自身は感作能力はな
いけれども、誘発能力はある。感作す
るときだけは、花粉症が絡んだり、先

ほど言ったゴム手袋だったりで感作し
て起こってくる。そこに特徴があるよ
うです。
　池田　最先端の話だと思いますが、
実際に臨床の面で患者さんを見るとき
には、問診で例えば手袋とか花粉症と
かを聞きますね。次に、本当にターゲ
ットの食物がアレルゲンになっている
かどうか。これはどのように検査をす
るのでしょうか。
　池澤　私はまず問診で一番大事にし
ているのは、同じことが２回起こった
人はだいたいOASの可能性が高いと見
るのです。
　池田　１回では当てにならない。
　池澤　そうなのです。必ず「１回だ
け？」と聞いて、２回同じことがあっ
た場合には、「じゃあ可能性がありま
すね」と。次はテストなのですけれど
も、IgE抗体というのは、皆さんラテッ
クスでもご存じだと思うのですけれど
も、アトピー性皮膚炎の患者さんはラ
テックスアレルギーのあるなしにかか
わらず50％ぐらいラテックスのIgE抗
体がRASTで陽性となるため、診断の
決め手になりません。ですから、プリ
ック（刺す）テストが現状ではたいへ
ん有用です。
　池田　やはりプリックテストを行う
のですね。
　池澤　そのプリックテストも、食物
の場合、その対応アレルゲンすべてを
用意できていませんよね。

　池田　ないですね。
　池澤　だから、アズイズ（as is）が
いいのです。アズイズプリックテスト
では、例えば「リンゴにプリック、あ
なたにプリック」なのです。そうする
と何でもできるのです。
　池田　同じ針を使って、まず食べ物
に刺して、そして皮膚に刺すのですね。
　池澤　陽性反応が出ればだいたい食
物アレルゲンの可能性が高い。最近は
ラテックスアレルギーも、今のRAST
で診断できない症例も診断できる時代
を迎えています。最近では実際のアレ
ルギーに対応するアレルゲンコンポー
ネントに対するIgE抗体を測定できる
キットが開発されています。その特異
的IgE抗体価を測定することで診断で
きる時代を迎えていますが、まだほん
の一部のアレルゲンに限られています。
　池田　まだ始まったばかりというこ
とですね。
　池澤　ようやく出たのがラテックス
のrHev b6.02、それともう一つ、patho-
genesis-related protein 10（PR10）に
属する大豆アレルゲンのGlym ４も最
近わかってきました。ほかにも食物ア
レルギーに対応する各種アレルゲンコ
ンポーネントが報告されていますが、
まだコマーシャルベースで検査できる
ものは限られています。
　池田　今のところはアズイズプリッ
クテストがよいのですね。
　池澤　そうですね。実用的にはアズ

イズプリックテストが最も有用だと思
います。
　池田　プリックテストは特別な針で
行っているようですけれども。
　池澤　そうですね。ランセッターが
非常に便利です。かなり昔の話になり
ますが、僕が皮膚科に入局した時代は
プリックテストは注射針を用いてやっ
ていましたから、とてもたいへんでし
た。深く刺してしまう危険もあるため
です。ところがプリックテスト用の北
欧製のランセッターを手に入れて実施
してみたところ、深くプリックしてし
まうことがないためたいへん便利です。
　池田　一定の深さで止まるというこ
とですね。
　池澤　止まります。食べ物にも皮膚
にも簡単にできます。
　池田　質問で、開業医レベルではな
かなか皮膚テストが難しいという話で
すが、アレルギーの専門家にお任せす
るということですね。
　池澤　そうしたほうがよいと思いま
すが、プリックテストはかなり安全な
テストですので、OASのような食物ア
レルギーの診断に有用なgolden stand-
ard testとされています。これに対し
て、皮内テストはアナフィラキシーシ
ョックを引き起こすことがありますの
で、注意が必要です。また、即時型ア
レルギーの皮膚テストとして知られる
スクラッチテストは、皮内テストより
もアナフィラキシーショックを引き起
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こすリスクは減りますが、判定の定量
性や実施手技に少し問題があります。
プリックテストはかなり安全なテスト
とされていますが、報告にはまれに全
身性にアナフィラキシー症状が誘発さ
れた症例があります。かなり以前の文
献ですけれども、ラテックスや魚、そ
してキウイのプリックテスト後にアナ
フィラキシーショックが生じたと報告
されています。私たちの教室でもナッ
ツ類のプリックテスト施行後に膨疹、
上眼瞼浮腫、気分不快感、呼吸苦など
のアナフィラキシー症状をきたした症
例を経験しています。
　池田　ちょっと心配ですね。
　池澤　症状を聞いて、症状が軽い人
は安全ですが、激しい症状の人は慎重
にプリックテストを施行する必要があ
るように思います。
　池田　それで診断が決まって、ある
程度ターゲットの果物等が決まります
ね。そうすると、この摂取は控えたほ
うがいいのでしょうか。
　池澤　基本的には通常の食物アレル
ギーというのは経口トレランス、免疫
寛容というのがあって大丈夫になるの
ですけれども、このOASは多くが、先
ほど言ったように、花粉症との交叉反
応で起こってくるとか、ラテックスア
レルギーの交叉反応で起こってきます。
そういう意味で、あまりトレランスと
いいますか、それに慣れてしまう人が
少ないのです。ですから、僕はリスク

はあると思います。
　池田　最近、小麦アレルギーのお子
さんで、少量から始めて食べさせる 
とトレランスが起こるといいますが、
LFS、OASではちょっと難しいのです
ね。
　池澤　もしやるのでしたら、花粉症
を治さなければだめです。花粉症のア
レルゲンを用いて免疫寛容誘導療法を
開発することです。花粉症を治すこと
でOASが減るという例が欧米の報告に
ありますので。
　池田　もとの免疫反応を抑えること
で、トレランスを誘導する。
　池澤　トレランスを誘導することで
食物アレルギーの症状が出にくくなり
ます。まだラテックスアレルギーでの
取り組みは遅れていますが、花粉症の
方はたくさんいらっしゃいますから、
現在、花粉症の免疫療法はかなり進ん
でいます。
　池田　実際、舌下免疫療法というも
のを花粉アレルゲンで行っていますの
で、OASに関しても、それを用いてそ
の免疫寛容誘導療法を開発できる可能
性はあると思われますか。
　池澤　ただ、日本での報告例で、そ
れによってOASが減ったというデータ
をまだ知りません。日本では花粉症の
舌下免疫療法が始まったばかりです。
　池田　あと３～６年はかかるでしょ
うかね。
　池澤　今は予防という観点では食べ

るのを避けたほうが正解かと。もし軽
い人の場合は、抗ヒスタミン薬をのん
でから食べれば、かなり反応は出にく
いと思います。花粉症の人も、花粉が
始まる前から抗アレルギー薬をのんで
いると出にくいですよね。
　池田　症状が出始めてから抗ヒスタ
ミン薬をのんでも間に合わないという
ことですね。
　池澤　間に合わないですね。
　池田　そういう意味では、今のとこ
ろは果物の摂取は、ターゲットがわか
れば控えていくしかないのですね。
　池澤　はい。軽い人は抗ヒスタミン

薬とうまく組み合わせれば大丈夫です。
　池田　軽い人に限ってということで
すね。
　池澤　そうです。口唇だけの症状の
人というのはかなり高い比率です。眼
が痒くなるとか、鼻水が出るとか、ち
ょっと気持ちが悪くなるという人は要
注意です。そのためOASのステージ分
類は重要です。ステージ１、ステージ
２、ステージ３、ステージ４と分類さ
れ、ステージ４がアナフィラキシーシ
ョックですが、ステージ２以上の場合、
注意したほうがいいと思います。
　池田　ありがとうございました。
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こすリスクは減りますが、判定の定量
性や実施手技に少し問題があります。
プリックテストはかなり安全なテスト
とされていますが、報告にはまれに全
身性にアナフィラキシー症状が誘発さ
れた症例があります。かなり以前の文
献ですけれども、ラテックスや魚、そ
してキウイのプリックテスト後にアナ
フィラキシーショックが生じたと報告
されています。私たちの教室でもナッ
ツ類のプリックテスト施行後に膨疹、
上眼瞼浮腫、気分不快感、呼吸苦など
のアナフィラキシー症状をきたした症
例を経験しています。
　池田　ちょっと心配ですね。
　池澤　症状を聞いて、症状が軽い人
は安全ですが、激しい症状の人は慎重
にプリックテストを施行する必要があ
るように思います。
　池田　それで診断が決まって、ある
程度ターゲットの果物等が決まります
ね。そうすると、この摂取は控えたほ
うがいいのでしょうか。
　池澤　基本的には通常の食物アレル
ギーというのは経口トレランス、免疫
寛容というのがあって大丈夫になるの
ですけれども、このOASは多くが、先
ほど言ったように、花粉症との交叉反
応で起こってくるとか、ラテックスア
レルギーの交叉反応で起こってきます。
そういう意味で、あまりトレランスと
いいますか、それに慣れてしまう人が
少ないのです。ですから、僕はリスク

はあると思います。
　池田　最近、小麦アレルギーのお子
さんで、少量から始めて食べさせる 
とトレランスが起こるといいますが、
LFS、OASではちょっと難しいのです
ね。
　池澤　もしやるのでしたら、花粉症
を治さなければだめです。花粉症のア
レルゲンを用いて免疫寛容誘導療法を
開発することです。花粉症を治すこと
でOASが減るという例が欧米の報告に
ありますので。
　池田　もとの免疫反応を抑えること
で、トレランスを誘導する。
　池澤　トレランスを誘導することで
食物アレルギーの症状が出にくくなり
ます。まだラテックスアレルギーでの
取り組みは遅れていますが、花粉症の
方はたくさんいらっしゃいますから、
現在、花粉症の免疫療法はかなり進ん
でいます。
　池田　実際、舌下免疫療法というも
のを花粉アレルゲンで行っていますの
で、OASに関しても、それを用いてそ
の免疫寛容誘導療法を開発できる可能
性はあると思われますか。
　池澤　ただ、日本での報告例で、そ
れによってOASが減ったというデータ
をまだ知りません。日本では花粉症の
舌下免疫療法が始まったばかりです。
　池田　あと３～６年はかかるでしょ
うかね。
　池澤　今は予防という観点では食べ

るのを避けたほうが正解かと。もし軽
い人の場合は、抗ヒスタミン薬をのん
でから食べれば、かなり反応は出にく
いと思います。花粉症の人も、花粉が
始まる前から抗アレルギー薬をのんで
いると出にくいですよね。
　池田　症状が出始めてから抗ヒスタ
ミン薬をのんでも間に合わないという
ことですね。
　池澤　間に合わないですね。
　池田　そういう意味では、今のとこ
ろは果物の摂取は、ターゲットがわか
れば控えていくしかないのですね。
　池澤　はい。軽い人は抗ヒスタミン

薬とうまく組み合わせれば大丈夫です。
　池田　軽い人に限ってということで
すね。
　池澤　そうです。口唇だけの症状の
人というのはかなり高い比率です。眼
が痒くなるとか、鼻水が出るとか、ち
ょっと気持ちが悪くなるという人は要
注意です。そのためOASのステージ分
類は重要です。ステージ１、ステージ
２、ステージ３、ステージ４と分類さ
れ、ステージ４がアナフィラキシーシ
ョックですが、ステージ２以上の場合、
注意したほうがいいと思います。
　池田　ありがとうございました。
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