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は じ め に

アレルギー反応 をおこす原因物質 すなわ ち抗原の

生体への侵 入経路 としては,接 触,経 口,吸 入 の3

つの経路が考え られる.そ ばアレルギー症 はそば粉

の吸入で もまたそば食品の経口摂取によ って もアレ

ルギ ー症 状が惹起 されるという特徴 を もち,ま たそ

ば粉は極めて強力 な抗原 として生体 に作用す るため

アレルギー反応 の発症機序の解明を含めて近年注 目1, 2)

されつつあ る.特 に我国で はそば食品 として,そ ば

きり,そ ばが き,そ ばぼ うろ,そ ばだん ご,そ ばま

ん じゅう等その種類 も多 く,ま た現在市販 されてい

る枕の約90%に はそばが らが使 用 されているといわ

れ,そ ば粉に接触す る機会 は予 想外に多い と考 えら

れ る.さ らに現在枕 に使用 されてい るそばが ら枕の

大部分は輸入にたよってお り,洗 滌が充分で ない可

能性があ り,そ ば粉 によ り自然に感作 される機会は

む しろ増大 しつつ あると も考 えられる.

かか る観点 よ り,今 回著者 らは気管支喘息患者に

ついてそばア レルギー症の臨床 的検討 を行 い,同 時

にそば粉添加時 の好塩基球の反応性 につ いて検討を

加 えたので,そ の概略 を報告す る.

対象お よび方 法

対象 としては当科喘息 クリニ ック通院中の気 管支

喘息 患者182例(男110例,女82例,年 令5～76才)を

選んだ.

1) 皮 内反応, P-K反 応

市販 のそば粉 アレルゲンエキ ス(ト リイ薬品, 1:

1000)を 使 用 し,皮 内反応 はそば粉アレルゲンエキス

0.02mlを 前腕屈 側皮 内に注射 し20分 後 に判定 した-

またP-K反 応 は患 者の両 親あ るいは兄弟 の うちそ

ばアレルギ ー症 を有 しない ものを選 び,前 腕屈側皮

内に患者血清0.1mlを 注射 し, 24時 間後に同部 にそ

ば粉アレルゲンエキス0.02mlを 皮 内注射 するこ とに

よ り判定 した.

2) そば粉添加時 の好塩基球の反応 性

そば粉(ト リイ薬品 提供, 1:100)添 加時 の好塩

基球の反応 性については既報3)の方法に準 じ,好塩 基

球 好酸 球 直接 算定 用稀釈液4)を使用 し,好 塩基球の

反応性を直接算定す る方法,す なわ ちD. C. R. B.

 (Direct Count of Reactive Basophils)に よ り観

察 を行 った.そ の概略 は以下に示す ごとくで ある.

ヘパ リン加 静 脈血2mlに そば粉(1:100)0 .1ml

を加 え, 37℃ 恒 温槽 中で15分 間incubate後,白 血

球用 メランジュールに1の 目盛まで吸い,つ いで好

塩基球好 酸球直接算定用稀釈液を11の 目盛 まで吸い

1分 間温和 に振 盪す る. Fuchs-Rosenthal計 算盤 に

移 し, 1cmm中 の好塩基球数 を算定す ると同時 に好

塩基球20個 を観察 し反応好塩基球(洋 梨状 を呈す る)

の出現率 を算定す る.

なお血清IgE値 はRIST法 によ り測定 した.

成 績

1. 皮 内反応

気 管支喘息患者182例 につ いてそば粉 アレルゲンエ

キスによる皮 内反応 を実施 した結果, 182例 中陽性 を

示 した症例 は33例(18.1%)で あ った.

2. そばア レルギー症

1) 頻度

そば粉 の経 口摂取 あるいは吸入によ りなん らかの

アレルギー症状(気 管支 喘息,ア レルギー性鼻炎,じ

んま しん,ア レルギー性胃腸症,ア レルギー性結膜
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炎)を 呈 した症 例は,皮 内反応 を実 施 した気管支喘

息 患 者182例 中19例(10.4%)で あり,またそば粉 アレ

ルゲンエキスの皮 内反応 が陽性 を示 した33例 中19例

(57.6%)に 認め られた.すなわちそば粉 ア レルゲンエ

キスによ り陽性皮 内反応 を示す症例 の少 な くとも半

数 以上 はそばア レルギー症 を有 してお り,そ ばアレ

ルゲンエキスによる皮内反応 の特異性 が示 唆 され た.

2) 発症年令

そば アレルギー症 を有す る19例 の発症年令 は3～

26才 で,平 均発症年令 は12.2才 で あった.こ の うち

10才 以下で発症 した症例 は19例 中9例(47.4%)で あ

り,20才 以下では19例 中13例(68.9%)で あった.す

なわちかなり多数 の症例が20才 以下 で発症 してお り,

若年層 における発症が一 つの特徴で あると考 えられ

た.

3) 家族歴

家族歴 にアレルギー疾患 を有す る症例 は19例 中14

例(73.7%)で あ り,か な りの高率で遺伝的素因 を有

す る症例 が認め られた.

4) ア レルギー症 状

そば粉 の経 口摂取 によ り気管支喘息 を発症 す る症

例 は19例 中10例(52.6%)で あ り,じ ん ましんは19例

中8例(42.1%),ア レルギー性 胃腸症 は19例 中2例

(10.5%)に 認め られた.ま たそば粉の吸入 によ り気

管支 喘息 を発症す る症例 は19例 中13例(68.9%),ア

レルギー性鼻炎は19例 中4例(21 .0%),ア レルギー

性 結 膜炎 は19例 中1例(5.2%)に 認 め られた.す な

わち気管支喘息 はそば粉の経 口摂取で もまた吸入で

も高率 に発症す るが,一 方 じんましん,ア レルギー

性 胃腸症 はそば粉の経口摂取 によ り,ま たアレルギ

ー性鼻炎 はそば粉の吸入によ り発症す る傾向が強 く

抗原 の侵入経路 によ り気管 支喘息以外の アレルギー

症状 の発症頻度 は異な る傾 向を示 した.ま たそば粉

の吸入,経 口摂取のいつれの侵入経路で も何 らかの

ア レルギー症状 を呈す る症例 は19例 中9例(47.3%)

で あ った(表1).

5) そばが ら枕

そば粉 の経 口摂取あ るいは吸入 によ り気管支喘息

発作 を発症す る症例は19例 中16例 で あ り,こ の16例

中 そばが ら枕 を使用 しているこ とを確認 した症例 は

13例(81.3%)で あ った.こ の13例 についてそばが ら

枕 の中止後の気管支喘息発作の状態 を検討 した結果

そばが ら枕中止後気管支喘息発作 がお こらな くな っ

た症例 は13例 中9例(69.3%),発 作 はお こるがかな

り軽減 した症例は13例 中1例(7.6%)で あ り,そ ばが

ら枕 中止後 も喘息発作 の状態 が不変 であった症例は

13例 中3例(23.1%)で あった.す なわ ち13例 中10例

(76.9%)は そばが ら枕 の使用 中止 によ り気管支喘息

発作が消失 ない し軽快 を示 した.

6) 皮 内反応,皮 内反応 閾値

そばア レルギー症を有する19例 全例がそだ粉アレル

ゲ ンエキスによ る皮 内反応 は強陽性 を示 した。また

そばア レルゲンエキスによる皮内反応 閾値 を14例 に

ついて検討 した結果,皮 内反応 閾値が ×103で あった

症例 は1例,×104は2例,×105は2例,×106は3

例,×10'は4例,×10,×10,は それ ぞれ1例 つつ

認め られ,一 般 に皮内反応閾値が高い症例 が多 く認

められた.

7) P-K反 応

19例 中8例 についてPK反 応 を実 施 した結果全例

陽性であ った.

8) 血清IgE値

血清IgE値 を測定 した症例 は19例 中11例 で ある.

血清IgE値 を300u/ml以 下, 301～700u/ml, 701u/

ml以 上 の3段 階 にわけて検討を行 った結果, 300u/

ml以 下 の症 例 は11例 中2例 であ り, 301～700u/ml

の症例 は3例, 701u/ml以 上 を示 す症例 は6例(54.5

%)で あった.す なわち一 般 に血 清IgE値 が高値 を

示す症例 が多 く,血 清 ⅠgE値 が1000u/ml以 上 の高

値 を示す症例 は11例 中5例 に認め られた.

9) そば粉 添加時 の好塩基球 の反応 性

そばア レルギー症 を有す る症例8例 およびそばア

レルゲ ンエキスの皮 内反応は陽性を示すが明 らかな

そばアレルギー症 のない症例10例 について,そ ば粉

添加時の好 塩基球 の反応性について検討 を行 った.

その結果 そばアレルギー症 の症例8例 ではそば粉

添加によ る反応好塩基球 の出現 率は平均65.6%で あ

り,一 方,そ ばア レル ギー症 はないがそば粉 の皮内

反応 が陽性 を示 す症例10例 で は平均 出現率 は35.5%

で あ り,明 らかに両者間 に有意の差 が認 め られた.

す なわ ちそばア レルギー症全例が50%以 上 の高 い反

応好塩基球 出現率 を示 したの に対 し,皮 内反応のみ

陽性であ った症例10例 中8例 は反応好 塩基球 の出現

率 は50%以 下であった.し か し皮内反応 のみ陽性で

ある症例10例 中2例 は,そ ば アレルギー症 がないに

もかかわ らず 出現率65%と 高い値 を示 した.こ の2

症例については,そ ば粉 によ り感作 は されているが

そばア レルギー症 が発症 して いない段階 であ るか ど

うか今後 の経過観察が必要で あると考 えられ る. (図

1)
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表1.　 そば ア レル ギ ー症(19例)

考 案

そばに起因す るそばア レルギー症 は1909年Smith

が報告SIして以来 多 くの報 告1,2,6,7)がみ られ る.特 に

我国 ではそば粉食品が多 くしか もそ ばが ら枕が頻用

されて いる状況の もとでは,か な り多 くのそば アレ

ルギー症 が存 在す るもの と考 えられる.近 年 中村2)

らの行 った全 国集 計 で も169例 のそばア レルギ ー症

が検討 され,そ のなか には職 業性 の10例 も報告 され

てい る.

今回著者 らの行 った検討の結果 では,気 管支喘息

患者182例 中皮 内反応 が陽性 を示す症例は33例(18.1

%)で あ り,こ の33例 中なん らかのそばアレルギー症

を有 してい る症例 は19例(57.6%)と 予想外 に高率で

見 い出 された.さ らにそば アレルギー症 はないが皮

内反応 が陽性 を示す症例の うち2例 では,そ の末 梢

血好塩基球 はそば粉 に対 し強 い反応性 を示 し,な ん

らかの機会 にそばアレルギー症 が出現す る可能性 を

示唆 す る所見 も認め られた.

そばア レルギー症の特徴 はそば粉 の経 口摂取 で も

また吸入で もアレルギー症(特 に気管支喘息)が 出現

す るこ とで あ り,侵 入経路 の如何 を問わず同様 のア

レルギー症状 を呈す ることは,そ ば粉の抗原性 が極

めて強 いことを示唆す るもの と考 えられ る.ま たそ

ばア レルギ ー症の大部 分は若年層 に発症 し,高 率 に

遺伝的素因 を有す ること,血 清IgE値 が高 い症例が

多いことな どむしろ小児のア トピー型気 管支喘息 に

類似す る臨床 像を示 し,小 児期 にそば粉 によ り感作

された可能性が強 い.か か る観点か らす れば,そ ば

が ら枕は我々の意識 しない状態で 日常頻用 されてお

り,そ ば粉に接触 す る機会 は予想外 に多い と考 え ら

れ る.ま た輸 入品の洗 滌不良 なそばが らが多 く使用

され るとすれば,将 来的 にはそばア レルギー症 はさ

らに増加 す る傾向 を示す か もしれない.今 回 そばア

レルギ ー症 として調 査を行 った一症 例(14才 ♀)では

ある年 年越 しそばを摂取 した時 じんま しんが出現 し

たためそばに対す るアレルギー症 のあ ることは知 っ

ていたに もかかわ らず,そ ばが ら枕 については全 く

注意 を払わず使用 しつづ けたため,気 管支喘息発作

が持 続 していた.ま た他 の1症 例(29才 ♀)で は14.5

才の頃そばが ら枕 を中止 し喘息発作が完 全に消失 し

以後そば粉食品 の摂取や そばが ら枕 との接触 を避 け

るよう充分 注意 していたが,旅 行中宿 泊 した旅館 の

枕 にそばが らが使用 されてい たため,そ の夜重症 の

喘息発作をおこ している.こ の ようにそば粉食品 に

ついては充分 注意 が払われて も,そ ばが ら枕 につい

てはあま り注意 を払 って いなか った症例 もか な り多

く認め られた.

反応好塩基球の出現率

図1　 皮 内反応陽性例 におけ る反応好塩基球の

出現率.(そ ば粉添加)

そばア レルギー症の代表的な ものの一つ は気管支

喘息であ る.そ ば粉 に起因す る気 管支喘息 はそば粉

の経口摂取 で もまた吸入で もかな り高率 に発症す る

ため,か か る症例で はそばが ら枕 の使用 を厳禁 しな

ければな らない.ま た現在そばア レルギー症は なく

て も将来的 に感作 され る可能 性 もあ り,気 管支喘息

患者ではで きるだ けそばが ら枕 の使用 は避 けるべ き

であ ると考 え られ る.

結 語

気管支喘息患者182例 について,そば粉アレルゲンエ

キスの皮内反応 を実施 した結果, 182例 中33例(18.1

%)が 陽性 を示 した.こ の33例 中 そば アレルギー症 を

有する症例は19例(57.6%)に 認 められ,そ ば アレル

ゲンエキスの皮内反応 の特異性が示唆 された.ま た

そばアレルギ ー症 の うち気管支喘息 は経 口摂取 で も

吸入で も高率に発症 し,若 年層で発症,遺 伝 的素因

を有す ること,血 清IgE値 が高い症例が多い ことな

どの特徴が示 され,小 児期 にそばが ら枕 を使用す る

ことによ りそば粉 に感作 された可能性が強 い症例 が

多 く認め られた.従 って気管支喘息患者ではで きる

だけそばが ら枕の使用 は避 るべ きで あると考 えられ

る.
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Clinical studies on buckwheat allergy

 TANIZAKI, Y., TAKAHASHI, K., UEDA, N., SAITO, K., 

H OSOKAWA, M., ONO, H., ISHIBASHI, K., GODA, Y., NAKAMURA, Y., 

MORITANI, Y. and KIMURA, I.

The Second Department of Internal Medicine, Okayama University Medical School

(Director: Prof. Ikuro Kimura)

A skin test using buckwheat extract was performed on 182 cases of bronchial asthma. 
Thirty-three of them showed a positive skin test to buckwheat extract.

Buckwheat allergy (bronchial asthma, urticaria, allergic rhinitis, allergic gastroenteropathy 
and allergic conjunctivities) was found in 19 (57.6%) of the 33 cases showing a positive skin 

test to buckwheat extract.
Basophils from 8 cases of buckwheat asthma showed a strong response to buckwheat 

extract, although basophils from 10 cases with a postive skin test only, without buckwheat 
allergy, did not response to buckwheat extract.

Bronchial asthma induced by buckwheat (16 of the 19 cases) had some special features. 
Their asthma attack was induced by the introduction into the body through either mouth or 
airway and started in childhood. Buckwheat pillows were used in 13 of the 19 cases. Ten of 
the 13 cases obtained alleviation of asthma upon discontinuation of buckwheat pillows. Most 
of the buckwheat asthma patients showed a high serum IgE level and had a hereditary factor. 
The results showed that cases of buckwheat asthma might be sensitized in their childhood.


