
弘前大学大学院医学研究科臨床検査医学講座准教授
齋　藤　紀　先

（聞き手　山内俊一）

　総IgE値はアレルギー症状や特異的IgE値としばしば乖離する印象があります
が、これらの解釈のしかたや臨床的意義についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

総IgE値

　山内　齋藤先生、花粉症のアレルゲ
ンを見るときに、特定のアレルゲンに
対する特異的IgEはけっこう高いのに、
総IgEがあまり上がっていない、なぜ
だろうと思うことがありますが、これ
はよくある話なのでしょうか。
　齋藤　けっこうあります。例えば花
粉やダニなどの特異的なものだけは高
く、総IgE、IgE RISTと呼ばれる検査
ではあまり高くないという患者さんは
よくおられます。
　山内　この両者の乖離の例ですが、
例えば総IgEが高いのに特異的IgEが
意外に引っかからないといったケース
ですと、まずどういった理由が考えら
れるのでしょうか。
　齋藤　総IgEというのは、一言でい
うとアトピー性の体質があるかどうか
を調べるものと考えていただいてよい

と思います。IgEといいましても、ダ
ニや花粉だけではなくて、無限といっ
ていい、体ではこの世の中のいろいろ
な物質に対するIgEというものが産生
されます。その中のダニやほこりや花
粉は本当にごくごく一部の抗原でしか
なく、総IgEは無限と考えられる抗原
に対するIgEですから、その量の規模
が全然違うのです。なので、花粉やダ
ニやほこりなどに対するIgEは高くて
も、総IgEとしてはそれほど高くない
という症例はいくらでもあるというこ
とです。
　山内　確かに私どももそういうケー
スはよく見かけますね。それは今の説
明にあったように、無限にある抗原が
総和で集まったものが総IgEと理解し
てよいのですね。
　齋藤　はい、けっこうです。

　山内　確かに特異的なものが非常に
高いのに、総IgEがそれほど高くない
ケース、これはあって当然というのは
よくわかります。逆に特異的なIgEは
あまりこれといったものがない。けれ
ども、総IgEはわりに高い。例えば魚
のサバなどにIgE抗体があるようなな
いような、その方自身はサバに対する
アレルギー反応があると主張している
ようなケースでは、どういったことが
考えられますか。
　齋藤　魚に対するアレルギーを持っ
ている方はたくさんいますが、一つの
可能性としては、魚自体に対しての
IgEがあるのではなくて、魚が食べて
いる、あるいは魚の体の中にいる寄生
虫や寄生虫のかす、死骸などに対する
アレルギーを持っている。あるいは、
魚の中でも、魚の身ではなくて、魚の
細かい部分の、何らかの蛋白に対する
IgEだけが非常に高かったりする場合
は、魚の身の特異的IgEを調べても全
然高くなく、でも実際には魚のアレル
ギーがあるという症例になってきます。
　山内　IgEの性格を少しお話しいた
だきたいのですが、半減期としては長
いのか、短いのか、いかがでしょうか。
　齋藤　半減期は基本的には数日です。
マスト細胞に結合した場合には４週間
ぐらい。ですから、数日でIgEはなく
なってしまうのですが、いったんアレ
ルギー反応が始まってしまったら、２
日では済まない場合があります。

　山内　花粉症でいいますと、スギ花
粉のような一時的なものがありますが、
一方でハウスダスト、ダニは通年性が
多いですから、こういったものに関し
ては年中上がっていると考えてよいの
ですね。
　齋藤　そうですね。
　山内　さて、総IgEの臨床的な意義
に移りますが、測定の意義としては、
どのようにとらえられていますか。
　齋藤　総IgEが高い場合には、まず
はよくありがちな抗原に対する、ほこ
り、ダニ、花粉に対するIgEがそのま
まものすごい量で高いパターンが、非
常に臨床的でわかりやすいパターンで
す。あとは、特異的抗原がそれほどわ
からないけれども、先ほどの魚の中の
アニサキスのかすのように、いろいろ
な抗原に対するトータルなIgEが高い
だけのパターンですね。もともと寄生
虫に対して働くものではないかといわ
れています。あとは、めったにないの
ですが、あまりにもIgEが高いのに何
にも症状がない場合は、もしかしたら
骨髄腫などがあるかもしれないと考え
たりします。
　山内　先ほど体質の話が出ましたが、
IgEが高い体質とは、何になるのでし
ょうか。
　齋藤　それはヘルパーT細胞といわ
れる免疫細胞からのIL-４の出やすさ
になります。IL-４が何に依存して出
やすいのか、出にくいのかはヒトでは
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厳密にわかっていないところもありま
す。ですが、Th２細胞からIL-４等の
サイトカインが出て、それがB細胞を
刺激してIgGが出るところをIgEに変え
てしまう。発射するミサイルをIgGか
らIgEに変えてしまうという、そのな
りやすさがいわゆる「アトピー体質」
になります。
　山内　すると、結局IgEが高いケー
スはアトピー体質があると考えてよい
のですね。
　齋藤　そうですね。Atopicという意
味はそのままIgEが高いと考えてもら
ってけっこうです。アトピー性皮膚炎
は必ずIgEが高いですし、喘息の場合
はアトピー性気管支炎と言わないのは、
いわゆるIgEが上がらない喘息の人が
いくらでもいるからです。成人では６
割以上、IgEが高くない喘息の人がい
ます。
　山内　アトピー性皮膚炎ですと、ほ
ぼ100％の方が上がる。喘息ですと30
％ぐらいしか上がらない。
　齋藤　成人でですね。
　山内　あと、先ほどの寄生虫だと非
常に上がりやすい。
　齋藤　そうですね。海外の寄生虫が
まだいっぱいいるような国ではIgEが
非常に高い状態です。
　山内　そうなりますと、例えば臨床
的な使い方として、総IgEが高い場合、
一つはアトピー性皮膚炎、これはかな
り診断に直結する、役立つ指標ですね。

　齋藤　そうですね。例えば、今はそ
れほどでもないけれども、子どものと
きはけっこう皮膚が荒れやすかったと
か、そういう軽度のアトピー性症状が
ある方などですね。
　山内　そういったものがない場合で
何かほかの所見、特に好酸球などが上
がっていたら、寄生虫をかなり疑う一
つのきっかけになるのですね。
　齋藤　そうですね。好酸球とIgEは
セットのようなもので、アレルギーの
ときもIgEと好酸球は上がりますし、
寄生虫のときにもIgEと好酸球が上が
ります。
　山内　総IgEの量ですが、これが非
常に高いと先ほどのアトピー体質がひ
どいのでしょうか。
　齋藤　症状があればですね。何万レ
ベルの、普通何百とかなのですが、何
万単位のIgEが出ているのに症状がな
いという方も割合としてはそんなに多
くはないですけれども時々います。
　山内　その値の絶対値と臨床症状の
激しさは必ずしも結びつかないのです
ね。
　齋藤　結びつかないですね。
　山内　最後に、特異的アレルゲンが
らみですが、よく犬とか猫といったペ
ットの抗原に対して、非常に高い反応
があるのに、実際の臨床症状と結びつ
かない、家庭の中に犬や猫を飼ってい
ないといったケースもあります。こう
いった場合はどのように理解するので

しょうか。
　齋藤　人間は、知らず知らずのうち
にけっこう抗原に触れているのです。
隣の家で犬を飼っているとか、子ども
のとき猫を飼っている友達の家によく
遊びに行っていたとか、そういうこと
によってB細胞がいわゆるメモリー
（記憶）細胞として抗体を出す準備を

しているのです。それがある日突然、
また友達の家に行って猫や犬に直接触
れることによって、犬や猫の抗原に特
異的なTh２細胞やB細胞が活性化され
てIgEが産生されてくることがありま
す。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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