
千葉大学小児病態学教授
下　条　直　樹

（聞き手　池田志斈）

　小児に対するスギ花粉やダニ抗原による舌下免疫療法についてご教示くださ
い。
　１．適応症例の選択法
　２．実施方法（用量、治療期間、実施上の注意事項など）
　３．効果の判定法
　４．副反応とその対策

＜埼玉県開業医＞

小児に対する舌下免疫療法

　池田　今、成人に用いられている舌
下免疫療法、それもスギ花粉やダニ抗
原、２種類あるのですが、これを小児
に使えないかという質問です。ちょっ
とイメージしにくいのですが、どのよ
うな症例に行われる治療法でしょうか。
　下条　スギ花粉もダニ抗原も、現在、
舌下免疫療法の適用年齢について基本
的に決まった年齢は指定されていませ
ん。しかし、アレルゲン錠を舌下に保
持することができる年齢ということで、
５歳ぐらいからがいいのではないかと
いわれていると思います。ですから、
適用年齢は一般的には５歳以上と考え
るのがよいのではないかと思います。

　池田　例えば、ダニの場合は通年性
の鼻炎が想像できるのですが、スギ花
粉は限られた時期です。その場合はど
ういった説明になりますか。
　下条　基本的にはスギの花粉症も、
ダニによる通年性の鼻炎も、いろいろ
な考え方があると思いますが、それを
行ったほうがメリットがあると考えら
れる症例かどうかが大事だと思います。
そうすると、保護者の考え方と本人の
考え方の両方が大事だと思うのですが、
スギ花粉に関しては、その時期にもの
すごく具合が悪くなってしまう患者さ
んですね。熱が出るようなお子さんも
確かにおられます。あとは、親御さん、

きる代表的な薬だと思います。ただ、
この薬は即効性がないので、一般に効
果が出るまでに半年から１年ぐらいか
かります。したがいまして、通常はα
遮断薬など、比較的症状を緩和する即
効性のある薬剤と併用するのが一般的
だと思います。
　山内　そのほかの薬剤に関してはい

かがでしょう。
　服部　最近はNOの産生を増やす薬
もよく使われていると思います。
　山内　いろいろと選択幅が広がって
きていますし、また、手術的な感じの
ものもあるのですね。
　服部　そういうことになります。
　山内　ありがとうございました。
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あるいはごきょうだいがいる場合は、
上のお兄さんあるいはお姉さんがとて
もひどい花粉症で困っている場合には、
下の子を花粉症にしたくないと、スギ
の免疫療法を行いたい親御さんも多い
ようです。
　スギ花粉症では、症状の強さもあり
ますが、日本では、春に受験する方も
多いので、そういうときにパフォーマ
ンスが落ちてしまう。特に、抗ヒスタ
ミン薬を使うと、子どもの場合には、
もちろん眠気は大人ほどはっきり出な
いですが、眠くなったり、また逆に興
奮してしまうお子さんもいます。場合
によってはそういう薬物とスギ花粉症
の両方の症状が相まってパフォーマン
スが落ちるのです。抗ヒスタミン薬な
どを使わないでスギ花粉症の症状を緩
和したい、あるいはうまくすれば寛解
に入りたいという考えの方は、花粉症
の舌下免疫をするというモチベーショ
ンが上がるのではないかと思います。
　池田　確かに受験のシーズンだと、
インフルエンザもスギ花粉もある。イ
ンフルエンザはある程度ワクチンで防
げるような感じはありますが、プラス
してスギ花粉の舌下免疫療法もしたい
という方もある程度いらっしゃるので
すね。
　下条　そうですね。
　池田　一方、ダニはどのような方な
のでしょうか。
　下条　ダニの鼻炎は、ご家族あるい

はご本人がなかなか自覚していないこ
とがあります。我々医師が診察をして
いると、ずっと口を開けている。親御
さんに「お子さんはいつも口を開けて
いませんか」と聞くと、「そういわれ
ると開けています」といわれます。「夜、
鼻が詰まっていてなかなか寝れなかっ
たりとか、あるいは起きてしまったり
することはないですか」と聞くと、「確
かにそうですね」といわれます。また、
無呼吸になったりする方もいます。そ
ういうことを聞いて、かなり通年性の
鼻炎、ダニによる鼻炎の影響があるこ
とがわかると、大きなモチベーション
の一つになるかと思います。
　池田　先生方のところに、患者さん
たちはそういった情報を持ってこられ
るのでしょうか。どういったきっかけ
で行かれるのでしょうか。
　下条　世の中には舌下免疫療法がま
だあまり知られていない地域もたくさ
んあるようです。以前あまり皆さんが
ご存じないときは、アトピー性皮膚炎、
食物アレルギーの患者さんが我々の外
来でフォローされているときに、アレ
ルギーマーチというかたちで、鼻炎に
なり、喘息になり、あるいは花粉症に
なるようなコースを取るとまずお伝え
しました。その場合には我々からこう
いう治療のオプションがあることを提
示して、それで興味を持たれて参加さ
れる、治療を選ぶ、選択される患者さ
んもたくさんいました。しかし最近は、

いろいろな話をインターネット、ある
いはよくなった方から聞いて、舌下免
疫そのものを希望されて来られる方も
います。
　池田　実際の治療方法ですが、どの
ようになるのでしょうか。
　下条　現在、日本ではスギに関して
の舌下免疫は１種類、ダニに関しては
２種類の製剤が出ていて、それぞれが
また少し違うところがあります。説明
書を読んでいただければいいと思うの
ですが、基本的には最初は少ない量か
ら始めて、あるものは３日ぐらいで、
あるものは１週間ぐらいでフルドース
に上げる。そしてフルドースに上げた
後、３～５年ぐらい毎日継続して、そ
れで１回やめてみるというかたちにな
ると思います。今のデータですと、３～
５年やって、やめてみても、その後、
数年間効果が持続するというデータが
あります。３年が一応スタンダードで
すが、効果があれば、できれば５年ぐ
らいやってもいいかと考えています。
　池田　今、ダニには２種類あるとの
ことですが、それぞれどのような特性
があるのでしょうか。
　下条　実はアレルゲンの量としては
数倍違うといわれているのですが、臨
床的には効果も副作用も大きな差がな
いといわれているので、どちらを選ん
でもいいと思っています。ただ、年齢
によって、保持をしやすい年齢となか
なか難しい年齢があるので、お子さん

に合った剤形を考えてみるのは大事な
ポイントの一つかと思っています。
　池田　剤形の違いとはどのようなも
のでしょうか。
　下条　一つは丸い形で、もう一つは
薄いシート状です。シート状製剤のい
い点は、わりと早く溶けることです。
個人的な意見ですが、なかなか保持が
難しいような小さなお子さんの場合に
は、シート状製剤のほうが、やりやす
いかもしれません。ただ、それはお子
さんごとの感覚がありますので、試し
ていただいて、どちらがいいかを保護
者の方あるいは本人と話して決めるの
がいいかと思っています。
　池田　シート状のほうが比較的溶け
やすいイメージなのですね。
　下条　そうですね。個人的には確か
に溶けやすいと思っています。
　池田　ということは、あまり長いこ
と舌下に保持できない方は、比較的早
く溶けて、少なくとも一定時間は粘膜
に曝露できるもののほうがよいと。
　下条　そうですね。ただ、臨床の治
験では両者の間に効果も副作用も大き
な違いがありませんので、その方の好
みでいいと思うのです。小さなお子さ
んの場合にはそれを考えてもいいかと、
個人的な意見としてはそう思っていま
す。
　池田　それぞれ一長一短あるので試
してみようということですね。やはり
気になるのは副反応ですが、どのよう
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あるいはごきょうだいがいる場合は、
上のお兄さんあるいはお姉さんがとて
もひどい花粉症で困っている場合には、
下の子を花粉症にしたくないと、スギ
の免疫療法を行いたい親御さんも多い
ようです。
　スギ花粉症では、症状の強さもあり
ますが、日本では、春に受験する方も
多いので、そういうときにパフォーマ
ンスが落ちてしまう。特に、抗ヒスタ
ミン薬を使うと、子どもの場合には、
もちろん眠気は大人ほどはっきり出な
いですが、眠くなったり、また逆に興
奮してしまうお子さんもいます。場合
によってはそういう薬物とスギ花粉症
の両方の症状が相まってパフォーマン
スが落ちるのです。抗ヒスタミン薬な
どを使わないでスギ花粉症の症状を緩
和したい、あるいはうまくすれば寛解
に入りたいという考えの方は、花粉症
の舌下免疫をするというモチベーショ
ンが上がるのではないかと思います。
　池田　確かに受験のシーズンだと、
インフルエンザもスギ花粉もある。イ
ンフルエンザはある程度ワクチンで防
げるような感じはありますが、プラス
してスギ花粉の舌下免疫療法もしたい
という方もある程度いらっしゃるので
すね。
　下条　そうですね。
　池田　一方、ダニはどのような方な
のでしょうか。
　下条　ダニの鼻炎は、ご家族あるい

はご本人がなかなか自覚していないこ
とがあります。我々医師が診察をして
いると、ずっと口を開けている。親御
さんに「お子さんはいつも口を開けて
いませんか」と聞くと、「そういわれ
ると開けています」といわれます。「夜、
鼻が詰まっていてなかなか寝れなかっ
たりとか、あるいは起きてしまったり
することはないですか」と聞くと、「確
かにそうですね」といわれます。また、
無呼吸になったりする方もいます。そ
ういうことを聞いて、かなり通年性の
鼻炎、ダニによる鼻炎の影響があるこ
とがわかると、大きなモチベーション
の一つになるかと思います。
　池田　先生方のところに、患者さん
たちはそういった情報を持ってこられ
るのでしょうか。どういったきっかけ
で行かれるのでしょうか。
　下条　世の中には舌下免疫療法がま
だあまり知られていない地域もたくさ
んあるようです。以前あまり皆さんが
ご存じないときは、アトピー性皮膚炎、
食物アレルギーの患者さんが我々の外
来でフォローされているときに、アレ
ルギーマーチというかたちで、鼻炎に
なり、喘息になり、あるいは花粉症に
なるようなコースを取るとまずお伝え
しました。その場合には我々からこう
いう治療のオプションがあることを提
示して、それで興味を持たれて参加さ
れる、治療を選ぶ、選択される患者さ
んもたくさんいました。しかし最近は、

いろいろな話をインターネット、ある
いはよくなった方から聞いて、舌下免
疫そのものを希望されて来られる方も
います。
　池田　実際の治療方法ですが、どの
ようになるのでしょうか。
　下条　現在、日本ではスギに関して
の舌下免疫は１種類、ダニに関しては
２種類の製剤が出ていて、それぞれが
また少し違うところがあります。説明
書を読んでいただければいいと思うの
ですが、基本的には最初は少ない量か
ら始めて、あるものは３日ぐらいで、
あるものは１週間ぐらいでフルドース
に上げる。そしてフルドースに上げた
後、３～５年ぐらい毎日継続して、そ
れで１回やめてみるというかたちにな
ると思います。今のデータですと、３～
５年やって、やめてみても、その後、
数年間効果が持続するというデータが
あります。３年が一応スタンダードで
すが、効果があれば、できれば５年ぐ
らいやってもいいかと考えています。
　池田　今、ダニには２種類あるとの
ことですが、それぞれどのような特性
があるのでしょうか。
　下条　実はアレルゲンの量としては
数倍違うといわれているのですが、臨
床的には効果も副作用も大きな差がな
いといわれているので、どちらを選ん
でもいいと思っています。ただ、年齢
によって、保持をしやすい年齢となか
なか難しい年齢があるので、お子さん

に合った剤形を考えてみるのは大事な
ポイントの一つかと思っています。
　池田　剤形の違いとはどのようなも
のでしょうか。
　下条　一つは丸い形で、もう一つは
薄いシート状です。シート状製剤のい
い点は、わりと早く溶けることです。
個人的な意見ですが、なかなか保持が
難しいような小さなお子さんの場合に
は、シート状製剤のほうが、やりやす
いかもしれません。ただ、それはお子
さんごとの感覚がありますので、試し
ていただいて、どちらがいいかを保護
者の方あるいは本人と話して決めるの
がいいかと思っています。
　池田　シート状のほうが比較的溶け
やすいイメージなのですね。
　下条　そうですね。個人的には確か
に溶けやすいと思っています。
　池田　ということは、あまり長いこ
と舌下に保持できない方は、比較的早
く溶けて、少なくとも一定時間は粘膜
に曝露できるもののほうがよいと。
　下条　そうですね。ただ、臨床の治
験では両者の間に効果も副作用も大き
な違いがありませんので、その方の好
みでいいと思うのです。小さなお子さ
んの場合にはそれを考えてもいいかと、
個人的な意見としてはそう思っていま
す。
　池田　それぞれ一長一短あるので試
してみようということですね。やはり
気になるのは副反応ですが、どのよう
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な副反応があるのでしょうか。
　下条　だいたい５割の患者さんで副
作用があるといわれています。能書に
は基本的にアナフィラキシーというよ
うな強いアレルギー反応が起こる可能
性もあると書いてあるので、舌下免疫
療法を実地開業の先生がされる場合に
は、具合が悪くなったときにどこでフ
ォローしてくれるのかということから、
なかなか使いづらいという印象があり
ます。しかし実際にはシリアスな副作
用のアナフィラキシーは基本的にほと
んど見られないと考えていいと思いま
す。日中に行うのであるならば、実地
の先生方もだいたい対応できるでしょ
う。
　ただ、お子さんたちが学校から帰っ
てきて塾に行ったりすると、どうして
も朝と夜になります。運動は避けるほ
うがいいのですが、朝だと学校に行っ
て走ったりしますし、夜はお風呂に入
ってはいけないということになります。
したがって、夕ご飯の前や、寝る前に
することになりますので、夜も対応で
きる病院がバックアップするというシ
ステムがあるといいです。舌下免疫療
法が行いやすい社会的環境をつくるこ
とが大切かと思っています。
　具体的には、副作用といっても、今
お話ししたとおりに、かなりの部分が
軽度の局所的な反応に終始しますし、
その副作用が出るとしても２週間、長
くても１カ月が大部分なので、その時

期をうまく乗り切ることがポイントで
す。副作用というのは、口の中が腫れ
たりかゆくなったりするので、嫌いな
人もいるのですが、量をうまく加減し
てみたり、あるいは事前に抗ヒスタミ
ン薬をのんでみたりすることで、低減
化することができます。最初の１カ月
間を乗り切って、あとの何年間を続け
るためには、始めるときによく考えて
あげるといいかと思っています。
　池田　安全面として抗ヒスタミン薬
をうまく使っていくということですね。
逆にいうと、そういった反応がある方
のほうが効くような気がするのですが。
　下条　医師の監督下でファーストド
ースは必ず30分とか、あるいは長いと
２時間ぐらい見ます。そのときに症状
が仮にないとしても、３日ぐらいたっ
たところで、同じドースですが、副作
用としてローカルなリアクションが出
てくることがあります。そういう場合
でも、僕からすると、反応がある人の
ほうが、それがはっきりよくなってく
ると反応が出なくなってくるので、患
者さんがリアルに感じられるようです。
「ああ、反応がなくなってきた」と。
例えば、注射の免疫療法、今回は注射
の免疫療法の話ではないのですが、注
射の免疫療法をやっていても、本当に
よくなって効いてくると、局所のロー
カルリアクションが下がってくるので
す。それは臨床的な効果と関連がある
ので、そういうことを考えると、最初

にはっきり副作用があった方が「ああ、
よくなってきた。反応がしづらくなっ
ているな」というのは効果の目安の一
つになる可能性が大きいと思います。
　池田　最終的な効果の判定というの
はそういったことなのでしょうか。あ
るいは、何かもう少し具体的な効果判
定の方法はあるのでしょうか。
　下条　スギ花粉症だと季節がはっき
りしていますので、「去年に比べてよ
かったね」とか、「薬をどのぐらい使
わなくて済んだね」とわかりやすいの
ですが、ダニは通年性なので、なかな
か客観的な評価が難しいです。そう考
えると、客観的な評価がある程度簡単
にできるような一つのメルクマール、
もちろん、幾つもあってもいいのです
が、そういうもののシートをつくって、
始める前と、始めてすぐと、それから
２カ月後とか、そのときどきに実際書
いていただくのがいいと思っています。
どんなふうに変わったのかを、よくい
うビジュアルアナログスケールのよう

なもので記載してもらうと、本人ある
いは保護者の方が客観的にこれぐらい
効いたということを理解して、継続に
つながることを経験しています。具体
的には、夜起きなくなったとか、口を
開けるのが減ったとか、一番よく使う
メルクマールとしてはティッシュを使
うのが減ったとか、そういうものがわ
かりやすいと思います。
　池田　そういったものが目に見えれ
ば、またモチベーションになって、そ
れが治療につながっていくということ
ですね。
　下条　舌下の免疫療法の３～５年と
いう期間は確かに長いといえば長いの
ですが、それを続けていくモチベーシ
ョンをきちんと持っていただくために、
コミュニケーションを取ったりとか、
あるいは客観的にご自身が感じられる
ようなマーカーを一緒に考えてあげる
ことがたいへん重要かと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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な副反応があるのでしょうか。
　下条　だいたい５割の患者さんで副
作用があるといわれています。能書に
は基本的にアナフィラキシーというよ
うな強いアレルギー反応が起こる可能
性もあると書いてあるので、舌下免疫
療法を実地開業の先生がされる場合に
は、具合が悪くなったときにどこでフ
ォローしてくれるのかということから、
なかなか使いづらいという印象があり
ます。しかし実際にはシリアスな副作
用のアナフィラキシーは基本的にほと
んど見られないと考えていいと思いま
す。日中に行うのであるならば、実地
の先生方もだいたい対応できるでしょ
う。
　ただ、お子さんたちが学校から帰っ
てきて塾に行ったりすると、どうして
も朝と夜になります。運動は避けるほ
うがいいのですが、朝だと学校に行っ
て走ったりしますし、夜はお風呂に入
ってはいけないということになります。
したがって、夕ご飯の前や、寝る前に
することになりますので、夜も対応で
きる病院がバックアップするというシ
ステムがあるといいです。舌下免疫療
法が行いやすい社会的環境をつくるこ
とが大切かと思っています。
　具体的には、副作用といっても、今
お話ししたとおりに、かなりの部分が
軽度の局所的な反応に終始しますし、
その副作用が出るとしても２週間、長
くても１カ月が大部分なので、その時

期をうまく乗り切ることがポイントで
す。副作用というのは、口の中が腫れ
たりかゆくなったりするので、嫌いな
人もいるのですが、量をうまく加減し
てみたり、あるいは事前に抗ヒスタミ
ン薬をのんでみたりすることで、低減
化することができます。最初の１カ月
間を乗り切って、あとの何年間を続け
るためには、始めるときによく考えて
あげるといいかと思っています。
　池田　安全面として抗ヒスタミン薬
をうまく使っていくということですね。
逆にいうと、そういった反応がある方
のほうが効くような気がするのですが。
　下条　医師の監督下でファーストド
ースは必ず30分とか、あるいは長いと
２時間ぐらい見ます。そのときに症状
が仮にないとしても、３日ぐらいたっ
たところで、同じドースですが、副作
用としてローカルなリアクションが出
てくることがあります。そういう場合
でも、僕からすると、反応がある人の
ほうが、それがはっきりよくなってく
ると反応が出なくなってくるので、患
者さんがリアルに感じられるようです。
「ああ、反応がなくなってきた」と。
例えば、注射の免疫療法、今回は注射
の免疫療法の話ではないのですが、注
射の免疫療法をやっていても、本当に
よくなって効いてくると、局所のロー
カルリアクションが下がってくるので
す。それは臨床的な効果と関連がある
ので、そういうことを考えると、最初

にはっきり副作用があった方が「ああ、
よくなってきた。反応がしづらくなっ
ているな」というのは効果の目安の一
つになる可能性が大きいと思います。
　池田　最終的な効果の判定というの
はそういったことなのでしょうか。あ
るいは、何かもう少し具体的な効果判
定の方法はあるのでしょうか。
　下条　スギ花粉症だと季節がはっき
りしていますので、「去年に比べてよ
かったね」とか、「薬をどのぐらい使
わなくて済んだね」とわかりやすいの
ですが、ダニは通年性なので、なかな
か客観的な評価が難しいです。そう考
えると、客観的な評価がある程度簡単
にできるような一つのメルクマール、
もちろん、幾つもあってもいいのです
が、そういうもののシートをつくって、
始める前と、始めてすぐと、それから
２カ月後とか、そのときどきに実際書
いていただくのがいいと思っています。
どんなふうに変わったのかを、よくい
うビジュアルアナログスケールのよう

なもので記載してもらうと、本人ある
いは保護者の方が客観的にこれぐらい
効いたということを理解して、継続に
つながることを経験しています。具体
的には、夜起きなくなったとか、口を
開けるのが減ったとか、一番よく使う
メルクマールとしてはティッシュを使
うのが減ったとか、そういうものがわ
かりやすいと思います。
　池田　そういったものが目に見えれ
ば、またモチベーションになって、そ
れが治療につながっていくということ
ですね。
　下条　舌下の免疫療法の３～５年と
いう期間は確かに長いといえば長いの
ですが、それを続けていくモチベーシ
ョンをきちんと持っていただくために、
コミュニケーションを取ったりとか、
あるいは客観的にご自身が感じられる
ようなマーカーを一緒に考えてあげる
ことがたいへん重要かと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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