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有寧は70％程度である。一方，気管支喘息の鳳患

1小児喘息の病態

率は，多めの集計結果でも6％程度である。
つまり，ダニ・アレルギーの多くの症状は，軽い
鼻炎程度の症状であり，一部のみが喘息を発症する。
アトピ1型気管支喘息の原因とLて，ダニ・アレル
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ギー以外に気道過敏性の克進がある。気道過敏性の
原因については，過敏性自体が遺伝する可能性を示
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した報告もあるが，大部分は後天的なもの，小児喘
息発症の場合，ウイルス性気管支炎による気管支粘
膜上皮の傷害が原田であると考えられている。その
結果，気管支バリアー確能が低下し，種々の利敵に
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過敏になる。

2．遅発喘息反応と炎症反応
気管支喘息の病態では，Ⅰ型アレルギー即時型反

はじめに

応よりも，それに引き続いて起こる遅発性の炎症反
気管支喘息は「広範で，かつ種々の程度の気道閉

応が重要である。この反応は，好醸球や好塩基球，

塞と気道の炎症により特徴づけられる。気道閉塞は

リンパ球等の細胞が組織に浸潤し，脱顆粕反応やリ

軽度のものから致死的な高度のものまで存在し，自

ンパ球，マスト澗胞，気道上皮細胞等からの各種の

然にまたは治療により可逆性である。気道炎症はリ

サイトカインの放出を介して組織を傷害することが

ンパ楓 マスト細胞，好醸球などの多くの炎症細胞

特徴である（園丁）。遅発反応を繰り返すことによ

が関与L∴気道粘性上皮の損傷を示し，種々の刺激

り気遣過敏性は完進し喘息は重症化する。乳児期

に対する気道の反応性先進を伴う」と意義されてい

において，ウイルス感染を繰り返すことによって，

る。すなわち，気道の炎症とそれに引き続いておこ

気管支粘膜上皮細胞の脱落（バリアー機能低下）を

るリモデリングが喘息において最も重要な病態であ

経て，小児喘息が完成する。成人喘息のように，遅

ると考えられている。小児喘息においてもこれらの

発性の炎症反応が長期間反復・持続すると．気道上

反応は存在すると考えられているが，成人と比較し

皮下の線椎増生，平滑筋および粘膜分泌問胞の過形

特徴的なことは．リモデリングが進行した症例は少

成，いわゆるリモデリングが起こり，不可逆的に気

なく，ウイルス感染が関係Lた発作が多いことであ

道閉塞が進行Lていく。

る。本稿においては，小児喘息病態の問題点を一つ
一つ検証してみたい。

1．気道過敏性の獲得

3．気道過敏性とリモデリング
炎症そのものの存在が気道を過敏にさせる最も重
要な国子である。好酸球等の炎症細胞の顆粒蛋白に

小児喘息の軸％以上は，ダニ特異的Ⅰ辞抗体陽性 より気道粘膜上皮が傷害され，アレルゲンあるいは
と判定される。ダニ抗原量が閥値以下になると，発 外因性の刺激物質に対するバリアーが低下するほ
作をおこす輝度が減ることもよく知られている。現 か，知覚神経が露出され，容易に神経反射が起こり．
在，若年層では，ダニに対する特異的IgE抗体の保 気道過敏性が増強される。また，上皮細胞は．気管
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囲1 遅発反応とサイトカイン
即時型反応はマスト椰胞由来のヒスタミンヤロイコトリエンによりおこるが，遅発反応はマスト細胞やT細胞からの
m−5などのサイトカイン分泌の結果，好醸球などの炎症細胞が追走．活性化きれてひきおこされる。

真の平滑筋を拡げて喘息発作を和らげる因子である

4．アトピー型と非アトピー型

ヒスタミン分解酵素や神経ペプチド分解酵素を産生
しているが，脱落によりこれらの機能が消失し，気

アトピー塾喘息とはⅠ型アレルギー反応によって
おこる喘息である。現在，我が国では小児喘息で約

道の過敏性は克進する。
気道炎症によりβ2アドレナリン受容体も傷害さ

9執成人喘息でも半数程度はアトピー型と判定き

れるので，アドレナリンの感受性が低下L，喘息は

れている（欧米では成人でもアトピー型喘息が多数

悪化する。さらに知覚神経の刺激により，サブスタ

派である〕。若年層では非喘息対照でもアトピー素

ンスPやニューロキニンAなどの神経ペプチドが放

因保有者（例えばダニ特異的IgB抗体陽性者）が多

出され，さらに気道を過敏な状態にする。

数派になっているので，今後，成人型喘息でも欧米

気管支平滑筋の収縮時の気道抵抗増加率は，気管
支壁の肥厚により著Lく増大する。すなわち，炎症
を繰り遁L，線経で気管支壁が厚くなると，炎症が

と同様にアトピー型喘息と診断される症例が多数派
になっていくと予想される。
非アトピー型喘息においても，アトピー型喘息と

なくても，過敏な状態が持続する。気道粘膜上皮傷

同様，組織における好酸球等炎症細胞の増加がおこ

害と神経系への影響に基づく気道の過敏状態は可逆

る。したがって，非アトピー型喘息の原因としては

的であるが，気道壁の肥厚の結果おこる過敏性の克

好醸球を増加させるインターロイキン5（m−5）のよ

進は不可逆的である。小児では比較的容易に寛解を

うなサイトカインを増加させ，IgE抗体産生を指示

達成できるのに，成人の慣性気管支喘息では寛解の

するMなどのサイトカイン産生をおこさない確序

達成が困難であるのは，上記の要素が強いことが関

が存在することが考えられている。

係している。
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喘息発作をおこした小児のうち約85％の確率でライ

5．ウイルス性気管支炎と気管支喘息
小児の気管支喘息は，成人の気管支喘息に比べて

ノ・ウイルス感染が証明されている。成人でも
数に証明されている。ライノ・ウイルス受容体

アトピー型が多く，著しいリモデリングを呈する症

着分子IM−1である。ICAM−1はライノ・ウイルス

例は少ない。重症例，慢性化例における病態の本質

受容体であると同時に，遅発炎症を含む種々の炎症

反応において気道上皮に発現が増加し，その結果，
は同様であると思われる。喘息発症好発時期は小児
では2〜3歳のころ，成人では棚歳過ぎである。′ト
好酸球などの白血球が接着し，活性化される。ライ
ノ・ウイルスは秋に流行する。大人の喘息は冬
児喘息発症時においては，ダニ特異的IgE抗体が陽
性となると同時に，行動範囲の拡大によりウイルス

いが，子どもの喘息は圧倒的に秋に多い。このころ

には，室内に浮遊したダニ抗原量が多いことも判明
感染の機会が増加する。成人喘息の発症にもライ
ノ・ウイルス感染ヤマイコプラズマ感染などの種々
しているが，同時にライノ・ウイルス感染も多発す

る。したがって，9−10月の小児喘息発作の原因は
の感染が引き金として重要であると思われる。
咽頭痛，鼻水など，いわゆる風邪症状をおこす原

ダニ・アレルギー，ライノ・ウイルス，あるいはそ

の両者の合併ということで，多くの場合説明がつく1−。
因ウイルスとして一番頻度の多いのはライノ・ウイ
ルスである。普通は鼻炎症状のみで，3〜4日で自

然に改善することが多い。風邪と診断される病気の
うち，約半数はライノ・ウイルス感染，続いてコロ

ナ・ウイルス感染である。この2種で風邪の約7〜
8割ぐらいを占める。
最近，気管支喘息発作に高率にウイルス感染が絡

6．ヘルパーT細胞と喘息病態

ヘルパーT細胞は周知のようにMを分泌する2
型ヘルパーT細胞（n2細胞）と，細胞性免疫能を
刺激しインターフェロンγを分泌する1型ヘルパー

んでいることが明らかになっている。気管支拡張薬
T細胞（1甘1細胞）が存在し，互いの機能や増殖反
応を括抗的に調節している（図2）。m細胞が増殖
の吸入・点滴などの治療を必要とするような気管支

図2 Thl細胞n2細胞によるIgE抗体産生の括抗的調節とアトピー体質の決定
アレルギーの臨床22（11），2002

（839）19

◆特集・小児喘息の治療ガイド2002◆

するとアトピー体質となり，¶11細胞が増殖した場

重症アトピー惟皮膚炎血清q」においてインターフェ

合は非アトピー体質となる。1¶1椰胞と¶コ間胞は

ロンγはむしろ高価であり．侃Fしているのは杭ウ

互いに増締を抑制しあうので，免疫系が完成する乳

イルス作間をもつインターフェロンαであるとの報

児期以吼 アトピー体質と非アトピー体質の変換は

告もある−：これちの報苦より，アトピー体質ヤア

難Lくなる。妊娠中は細胞伯三免疫，すなわち¶l珊

レルギ一転恩において本質的な免疫体質とLて想定

胞機能が恍下しているので，新生児も¶1】椰胞機能

されていた「ml機能低下t すなわちインターフェロ

が著しく低下している。乳児期において．軽蘭的な

ンγ産生能低下や¶2機能克准は，見かけ上の問題

都会的，近代的環境下ではTも1細胞が刺激されずに

であり．重症アレルギー疾患患者ではウイルス感染

¶2細胞のみが増殖する。¶11細胞が発達するため

に対する抵抗力が低下していることが本質であると

には，相聞やウイルスとの塀回の擢触が必要である

いう新たな仮説（囲3）が浮かび上がってくる。

（hyg血ehy阿血潮㌔この現象は．抗原提示細胞が
細蘭やウイルスの成分により刺激きれm［12が耗生

7．マスト細胞および好酸疎と喘息病態

されるためであると考えられている。前述のように

好酸球は．遅発件喘息反応において，ロイコトリ

治療を必要とする小児気管支喘息発作の多くにはラ
イノ・ウイルス感染が関与する。発症な帽息患者で

エンを遊離し気管支を収縮きせ，Ml主Pなどの細胞

は抗ウイルス作用をもつ稜々の分子が低発現であ

障害作用の強い酵素を放出することにより気遣過敏

り，ライノ・ウイルス感染も遷延化しやすい。その

・軋 ひいては疾患の増悪と深く闊達していると想定

結果，ライノ・ウイルス受容体である櫻着分子

されていた。したがって∴好酸球は喘息治療の最大

ICAM−Iが気遣上戌において高発現となり．肝硬球

目標であり，好憶球増殖因子であるm−5に対するヒ

などの白血球も活性化され炎症が持続するユー。また，

ト化モノクローナル抗体に大いなる期待が寄せられ

図3 托▼ユタ・しス作川±瑞㍑日射′i
（GemJ．E：コ叩ユ年末同アレルギー学会ん九AÅ1スライドより短冊
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ていたわけである。Lかしながら．その治験成績ほ
動物実験による有効性を示Lた多くの結果を裏切る

炎嬬反応が持続することになる。
さらに，網羅的遺伝子発現解析の結果，マスト細

ものであった。すなわち，モノクローナル抗体投与

胞は今まで知られていた以上に多彩な蛋白分解酵素

により，好硬球は椚失Lたのにも拘わらず，気道過

清作の強い顆粒蛋白を大量に有する細胞であり（表

敏惟，遅発反応とも全く改善Lなかったのである1 。

1），岡辺租純に対L．強いリモデリング惹起作桐

この成績については，組織の好酸球が減少Lている

を有する珊胞であることが再確認されている声一。昂：

かどうか確認Lていない等多くの問頂点も指摘され

近，サザンプトンのグループは，帝症喘息愚者の病

ているが．いずれにしても，従来，好醸球のみが遅

理標本で最も特徴的な所見が気迫平滑崩層における

発炎症反応，喘息病態と深く関わっているときれて

マスト細胞の著しい増加である（固5）ことをあき

いた説を見直す必要がある。実際．われわれは，ヒ

らかにしている串。リモデリングの中で，喘息症状

トマスト細胞の遺伝子発現を網羅的に解析してい

に最も強い影響を与えるのが気管支平滑筋の異常哨

る際に驚くべきことを見いだした。すなわち．従来，

嫡であることを考えると，ヒト喘息病態において，

好摩頸特異的と考えられていたMBPがマスト細胞

マスト細胞は今まで知られていた以上に重要な役割

こ二非常に強く発現されていたのである。そして，マ

を横じている椰胞であると思われる。

スト欄胞顆粒中に蛋白質とLても豊富に存在L（図
4二・．杭Ⅰ痺抗体刺激により細胞外に遊離されること
おわりに

もFい一亡した小。おそらく．M召Pがマスト細胞に存
在」ないと定義した初期の実験に伺いた抗体の特異

喘息の桶態に閏Lてゲノムワイドに遺伝子・分子

性に問題があったのではないかと想像されるが，そ

レベルでの解析が進行Lている。小児喘息の場合，

の後の，アレルギー炎症病態に関わる多くの報告は，

多くの症例においては，ダニ・アレルゲンに対する

M即博雅細胞＝好醸鎌ということを前提とLて考察

特異的IgE抗体が最も車要な分子であろうが，現在

き九ており，ヒ記の発見はアレルギー学の概念に大

進行中の網羅的分子解析の結果．将来的には，「気

きな変革をもたらすことと思われる。興味深いこと

管支平滑筋士朗西国子受容体の機能異常に基づく喘

にマウス・マスト細胞ではMBP遺伝子は全く同定

息」などというように分了・機構に基づいて細分化さ

できず∴ 動物実験におけるm−5関連実験結果とヒ

れ 個人個人の病態に基づく適正な治療が選択され

トにおける抗m−5療法の治験との成績の解離とも符

ていくようになるであろう。

号する。
マスト細胞は周知のように，IきE受容体の架橋に
よりヒスタミンの遊離，ロイコトリエンの合成遊離
を経て，1型アレルギ∴反応を惹起する細胞である。
また，二の即時型反応終了後，数時間を経てmjヤ
m−1ヨなどの複数のサイトカインを新たに合成し．
遊離することも判明Lている。われわれの最近の研
究によれば，マスト細胞は，これらの好醸球を活性
化させ，炎症を惹起するサイトカインの産生に加え，
多種類，かつ大量のnユ細胞の遁走反応を惹超する
CCケモカインを合成分泌することが判明した丁■。し
たがって，マスト細胞が活性化されると，その局所
においてThヱ細胞が集積し，その結果，アレルギー

国4 マスト瑠＝他におけるn一画Tbヱl血pmteinのf】二在

アレルギーの臨床22（17），2D陀
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表1 ヒトマスト細胞特異的発現遺伝子
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図5 喘息気管支平滑筋層におけるマスト細胞の増加
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