
臨床栄養の最新情報（Ⅳ）

昭和大学小児科教授
今　井　孝　成

（聞き手　齊藤郁夫）

アレルギー疾患の栄養療法

　齊藤　アレルギー疾患の栄養療法に
ついてうかがいます。
　世間が清潔になって、アレルギーが
増えているという話がありますが、い
かがでしょうか。
　今井　アレルギー疾患は疫学的にも
増加傾向は明らかですが、それは何か
一つの理由で説明できるものではあり
ません。遺伝的な要素と、あとは環境
的な要素と。その環境的な要素の一つ
として先生がおっしゃった、衛生仮説
といわれますが、きれいすぎる環境が
アレルギーの増加の一つの原因になっ
ているのではないかと2000年ぐらいか
らいわれ始めました。昨今の研究の成
果としては、単にきれいすぎることが
よくないということではなくて、細菌
やウイルスなどの感染や接触の機会が
減ってきたことが一つの理由になって
いるのではないか、こうしたことが免
疫学的な変異を与える理由になってい
るのではないかといわれてきています。
　齊藤　基本的なアレルギーのメカニ
ズムについて少しお話しくださいます

か。
　今井　まずは抗原が生体内に侵入し
てくると、その物質を異物と認識する
ことで、感作といってB細胞がIgEを産
生する力を持ちます。２回目以降に抗
原が再度侵入してきたときにB細胞か
ら効率的に産生されたIgEに結合しマ
スト細胞から様々なサイトカイン等が
放出され、いわゆる即時型のアレルギ
ー反応が起きると考えられています。
　齊藤　抗原はどういったものが多い
のでしょうか。
　今井　食物アレルギーでいえば、年
齢によって違うのですが、鶏卵、牛乳、
小麦です。もちろん花粉症だとスギだ
ったり、喘息、鼻炎等だとダニが原因
となり得ます。
　齊藤　もう少し大人になったら変わ
っていくのですか。
　今井　そうですね。成人になります
と、原因食物は鶏卵、牛乳とは全く違
ってきまして、甲殻類や果物類、あと
は木の実類などが増加してきます。
　齊藤　食べて入ることに加え、食べ

る以外のルートでも抗原が入るのです
か。
　今井　食物アレルギーに関してはこ
の部分の理解が進んできています。従
来は経腸管感作といわれて、腸管から
食物が入ってきて感作され、その後ア
レルギーを発症するといわれていたの
ですが、最近は経皮感作といって皮膚
から抗原が侵入してくるのがよくない
と考えられてきています。例えれば赤
ちゃんが離乳食を始める前までに経皮
的な食物感作を受けた後に、離乳食で
感作を受けた食物を摂取することで経
腸管的に抗原が大量に侵入し、即時型
の食物アレルギー反応が誘発されると
いわれています。
　齊藤　アトピーみたいな弱っている
皮膚から入りやすいということでしょ
うか。
　今井　そうですね。健常な皮膚とア
トピー性の皮膚ではアトピー性皮膚炎
の皮膚のほうが入りやすく、感作を受
けやすいです。また健常に見えても、
水分が失われやすい乾燥肌だったりす
るだけでも抗原は侵入しやすいといわ
れています。
　齊藤　診断は具体的にはどうされる
のでしょうか。
　今井　食物アレルギーの診断は非常
に問題点があります。診断においては
原因食物に対して症状が誘発されると
いうのが非常に重要なのです。ですが、
残念ながら現状では必ずしも症状が誘

発されているか不明の状況で、血液検
査をして、特異的IgE値が陽性である
ということをもって診断が進んでいっ
てしまうケースが少なくありません。
この特異的IgE値が陽性とは該当抗体
に対して感作があるという証明にはな
るのですが、感作と発症は別のもので
すので、必ずしも検査が陽性であるこ
とがイコール診断には結びついてはい
ないのが本来の姿です。けれども、実
際食べさせて症状が誘発されるかどう
かまで確認されずに、感作だけをもっ
て診断されてしまう傾向があるのです。
　齊藤　食べて誘発されるテストが、
なかなかしにくいということでしょう
か。
　今井　そうですね。負荷テストでは
症状が陽性になった場合、アナフィラ
キシーになってしまう可能性があり、
さらに中にはショックに陥るケースも
あります。このため、そのリスクがと
れないクリニックの医師もいらっしゃ
ると思いますし、また負荷試験自体も、
そういったアナフィラキシーリスクも
あることから一定の食物アレルギー等
の診療経験がある医師にのみ保険診療
として認められている部分もあります。
こうしたやりづらさがあるのも事実だ
と思います。
　齊藤　問診と負荷試験が重要で、血
液検査はあくまでも補助的な要素とい
うことでしょうね。
　今井　そうですね。
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　齊藤　予防という点では何かありま
すか。
　今井　食物アレルギーの予防に関し
ては、最近非常に知見が集積してきて
います。かつては未熟な消化管、つま
り赤ちゃんの消化管に抗原性の高い鶏
卵や牛乳や小麦を早期から与えるから
経腸管的に感作が進んで発症を誘発し
ていると考えられていました。このた
め、抗原性の高いものは十分腸管消化
機能が成熟するまで与えるな、遅らせ
るべきであるという考え方が一般的で
した。けれども、最近はまさにその逆
の考え方になってきています。むしろ、
先ほど申し上げた経皮感作が進んでし
まう前に経腸管的に抗原性の高い低い
によらず食品を摂取させることによっ
て、発症予防の可能性が示されてきて
います。ただ、現状ではそういった可
能性が示されているだけであって、早
期から摂取させることで予防できると
いうエビデンスの集積には至っていま
せん。少なくとも今いえることは、摂
取を遅らせることが発症予防につなが
ることは否定されつつあるということ
です。
　齊藤　とりあえず食べないで待たせ
ようという「とりあえず」が逆だとい
うことですね。
　今井　そうなります。
　齊藤　母乳あるいは離乳との関係も
あると思うのですが、この辺はいかが
でしょうか。

　今井　母親の妊娠・授乳中に鶏卵、
牛乳、小麦などの抗原性の高いものを
摂取しないことが、これもまた児の発
症予防につながるのではないかと以前
は考えられていました。これに関して
もたくさんの研究がありまして、現状
で母体が妊娠中、授乳中にそれらの食
品を食べないでいることが発症予防に
つながるというエビデンスはありませ
んし、それ以外の何らかのサプリメン
ト等を摂取することで予防が成就でき
ることも示されていません。
　齊藤　これもとりあえずやめておこ
うということではなくて、むしろ逆だ
ということですね。
　今井　そうですね。先ほど申し上げ
た点からも、むしろ摂取したほうが予
防できる可能性すらあるのではないか
と考えられます。
　齊藤　考え方が変わってきていると
いうことで、勉強しないといけないで
すね。さて、治療という点では何かあ
りますか。
　今井　乳幼児に多い食物アレルギー
の鶏卵、牛乳、小麦、これでだいたい
９割ぐらいを占めるのですが、これら
食物はほうっておいても小学校就学前
に７～８割ぐらいは治るといわれてい
ます。そもそも治す方法を我々は現状
持ち合わせていませんで、まずは経過
を追う中で、食べられるタイミングを
見計らって負荷試験をし、食べられる
かどうかを確認していくことになりま

す。
　齊藤　負荷試験はかなり経験のある
医師がやっていくということですが、
具体的にはどのようなスタイルでやる
のでしょう。
　今井　ガイドライン上では少量・中
等量・日常摂取量という３段階に分け
られていますが、重症度に合わせて適
切な負荷量を決めて、その負荷量を入
院もしくは外来で、医師や看護師の管
理、観察のもとで食べさせます。最低
２時間、できればそれ以上の時間、経
過観察しながら症状の誘発の有無を確
認して診断を進めていくようなかたち
になります。
　齊藤　これも、かなりしっかりとし
た見守りの中でやるということで、保
険で認められているのでしょうか。
　今井　はい。すでに診療として認め
られています。

　齊藤　その辺では経験の深い医師、
あるいは専門医の出番だということで
しょうか。
　今井　はい。
　齊藤　ただ、すべての患者さんが専
門医に行ってしまうと、専門医もすべ
て診ることはできないことになります
か。
　今井　そうなのです。おっしゃるよ
うに、乳幼児の食物アレルギーの有病
率は５～10％といわれていますので、
すべての子どもたちが専門医のもとに
かかることはできません。特に軽症の
患者さん方はぜひ実地医家の医師が、
これも工夫をすればできなくはありま
せんので、負荷試験をクリニック等で
実施して、適切なタイミングで解除を
進めてあげられることを期待していま
す。
　齊藤　ありがとうございました。
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か。
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