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要 旨 多くの疫学調査により乳幼児期までの感染，非衛生的環境が，その後のアレルギー疾患の発症を  
低下させるということが判明している。新生児期のナイーヴT細胞は生育期の環境において，抗原  
と接触し，徐々にThl細胞やTh2細胞に分化していく。この過程において，細菌，ウイルス由来の  
分子が存在した場合，培状細胞は強く刺激されTh」細胞へと分化する。しかし，無菌的環境の場合  
Th2細胞へと分化する。生育期を過ぎるとナイーヴT細胞の比率は下がるので，Thl細胞とTh2細  
胞のバランスが大きく変化することがなくなる。以上が衛生仮説のメカニズムとして想定されている。  
しかし，最近では，Thl細胞とTh2細胞の両者の過剰な活性化を抑える抑制壮丁細胞の重要性が注  
目され，また衛生仮説と矛盾した現象 即ち衛生的な国々でThl細胞の異常活性化によって起こる  
自己免疫疾患が増加していることも判明し，衛生仮説を巡る謎が深まっている。  
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細胞  

歳）を対象として，ダニとスギ抗原によるプリックテスト  

を行った。そして，その対象を10歳ごとの年齢別に5群  

に分類して解析した。その結果 ダニ，スギの両者 また  

は，いずれかの抗原に対するプリックテスト陽性を示した  

率は，20～29歳では78％であったのに対し，50歳以上  

では40％以下であった（図1）l）。この集団をとりまく現  

時点の環境として，ダニとスギの抗暁量に大きな違いがあ  

るとは考えにくく，アレルゲンの増加ということでは，年  

代別のアレルゲン特異的IgE抗体保有率の違いを説明す  

ることはできない。これと同じような研究は既に米国で行  

われている。BroadfieldらZ）は1991年と2000年に年代  

別アレルゲン特異的IgE抗体保有率の調査を行った結果  

若い年齢層でアレルゲン特異的IgE抗体保有率が高いと  

いうデータを得ている。さらに，中年以降のアレルギー感  

作率は10年後の調査でも低下せず，むしろ全年齢におい  

てアレルゲン特異的IgE抗体の保有率は増加しているこ  

とが分った。このことから，加齢による抗体陽性率の低下   

Ⅰ．アレルギー疾患・体質の増加は世   

代間で差がある   

最近20～30年間のアレルギー疾患増加の最大の原因は  

環境の変化と考えられる。スギ花粉症増加の一国は戦後の  

植林政策の結果としてのスギ花粉飛散量の増加のためであ  

り，冷暖房設備の完備や密閉式住宅の増加によりヒョウヒ  

ダニが年々増加し，喘息などのアレルギー疾患増加の原因  

の1つになっていることは周知の通りである。しかし，  

アレルギー疾患擢患率は個々のアレルゲンの増加によると  

いうことだけでは説明がつかない。   

筆者らは，都内の2つの会社に勤務する成人ボラン  

ティア346名（男性218名，女性128名，平均年齢37．8  
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花粉症など全般的なアレルギー疾患発症に関して，多く  

の衛生仮説を支持する報告が提出された。しかし，喘息に  

関しては，米国都市部の非衛生的な区域に住むアフリカ系  

住民の貧困層では発症率が高いという報告があるなど，必  

ずしも衛生仮説と一致しない。しかし，これは喘息とし〕う  

診断に問題がある可能性がある。萎も信精し得る疫学研究  

の結果5）によれば 生後6カ月までに保育園に預けられた  

子どもは3歳までに，気道ウイルス感染により喘鳴を繰  

り返し，喘息と診断されることが多いが，6歳以降も持続  

するアレルギー性喘息の羅患率は低くなっていた。このこ  

とから，3歳までに一過性に喘鳴を繰り返す子どもたちと，  

6歳以降も持続して喘鳴を繰り返すアレルギー性喘息の子  

どもたちとは別な集団であることが示され，6歳以降のア  

レルギー性喘息の発症は衛生仮説に一致しているとされて  

いる。つまり，「乳幼児期の感染は乳幼児期の感染に伴う  

喘鳴の頻度を上げるが，Thl細胞の増加を介して学童期  

以降では喘息を抑制する方向に作用する」と結論できる。   

家畜を飼育している農家で生まれた，もしくは幼小児期  

を過ごした子どもはその後のアレルギー疾患の発症もアト  

ピー体質の獲得も非常に少ないことも報告されている。こ  

のことは感染症の多寡だけでなく，他の国子もアトピー体  

質の獲得に大きく関与していることを示唆している。喘鳴  

を来した乳幼児を対象として，家庭内のほこりの中に含ま  

れる細菌由来のエンドトキシン量（非常に安定な物質なの  

で測定しやすい）と子どものIgE抗体やThl細胞につい  

て検討を行った結果，細菌由来のエンドトキシンの多い家  

（不潔な家）で生まれ育った子どもはアレルギーになりにく  

く，アレルゲン特異的IgE抗体が低く，Thl細胞が多い  

ことが示された6〉。これらの事実から顕性感染症だけでな  

く，「乳幼児期の環境内に含まれる細菌由来のエンドトキ  

シンに対する慢性的な曝露が何らかの免疫応答を介して強  

力にアレルギー疾患の発症を抑制する」ことが示唆された。  

ちょうどその頃，Thl細胞が発達するためには感染，あ  

るいは細菌由来のエンドトキシンなどによりToll株安容  

体（TLR）7）を刺激することも判明した。   

つまり，新生児期のT細胞はナイーヴT細胞ばかりで  

あるが，生育期の環境において，抗原，アレルゲンと接触  

し，徐々にThl細胞やTh2細胞に分化していく。この  

過程において，細菌，ウイルス由来の分子が存在した場合，  

樹状細胞はTLRを介して強く刺激されインターロイキン  

12を分泌，ナイーヴT細胞はThl細胞へと分化する。  

しかし，無菌的環境でTLRが強く刺激されない場合，ナ  

イーヴT細胞はTh2細胞へと分化する。生育期を過ぎ  

るとナイーヴT細胞の比率は下がるので，Thl細胞と  

Th2細胞のバランスが大きく変化することがなくなる   

20歳代  30歳代 40歳代 50歳代 60歳代  

図1 年代別アレルギー体質保有率   

若い年齢層ほどプリックテスト陽性者が多く，特に40  

歳代と50歳代の間で有意差が認められた。約50年前に  

急激な環境変化が起こり，乳幼児期に決定される免疫体  

質，アレルギー体質に影響を及ぼしている可能性が示唆  

される。  

はなく，一度アレルゲンで感作された状態は永続すること  

が示された。若い世代ほどアレルゲン特異的IgE抗体保  

有率が高いという現象は，生育期に衛生的な環境で育った  

人はアレルギー疾患になりやすいという衛生仮説  

（hygienehypothesis）の一環として説明され得る。わが  

国で1950～1960年代以降に出生した人において，アレ  

ルゲン感作率が高いのは，その頃からわが国でみられた乳  

幼児期死亡率の急激な低下 つまり衛生環境の急激な改善  

と関連した事象であると解釈される。  

II．Thl／Th2パラダイムに基づく衛   

生仮説   

衛生仮説という用語は1989年，Strachanの論文3）に  

はじめて登場した。彼は1953年3月に生まれた英国人  

17，414名を調査し，アレルギー疾患の発症と関連する環  

境要因を調査した。その結果 花粉症や湿疹の保有や既往  

の割合は同胞の教に反比例しており，またその効果は年少  

の同胞の数よりも年長の同胞の数に大きく依存しているこ  

とを見出した。そして，このことは生育時における感染曝  

露頻度の違いであると考え衛生仮説として提唱した。その  

後 同じ町に住んでいても，西ドイツ出身者は東ドイツ出  

身者に比べアレルギー疾患保有率が高い4〉ことなど，同じ  

民族が，現時点で同じ環境に暮らしているにもかかわらず，  

アレルゲン特異的IgE抗体保有率に違いがみられたとい  

う例が報告された。なお，衛生仮説では感染によるアレル  

ギー疾患発症の抑制は乳幼児期までの感染に限って効果が  

あることも強調されている。つまり，衛生仮説は「乳幼児  

期までの感染，非衛生的環境が，その後のアレルギー疾患  

の発症を低下させる」ということがポイントである。  
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無害なダニや花粉を樹状紆胞が処理して情報を伝えると  
ナイーヴT細胞はThZ細胞に変わる。細菌やウイルスと接  
触がない状態が続くとリン′く軌ま¶2細胞だらけになる  

掌㌍㌫洗車／璃雷詰㌶票㌍深雪詣荒讐  
細胞だらけになる  塞宵   

図2 子どものころ細菌やウイルスと接触する機会が少ないとリンパ節はTh2細胞だら  

けになる。  

（図2）。以上の説明が，衛生仮説において生育期の環境が  

重要であるとするメカニズムとなっている。TLRの発見  

と細菌由来のエンドトキシンのアレルギー疾患発症予防効  

果の発見により，衛生仮説は疫学研究の対象からメカニズ  

ムを追求する時代に入ったといえる。  

III．Thl／Th2パラダイムで説明でき   

ない疫学調査結果   

最近 Thl細胞の過剰な活性化によって発症すると考  

えられている自己免疫疾患とTh2細胞の過剰な活性化に  

よって起こるアレルギー疾患の発症頻度を国別にみると，  

正の相関をとっていることが報告された畠）。その後 衛生  

的な国，地域では，Thl細胞活性化によりもたらされる  

自己免疫疾患発症頻度が高いとの調査結果も多く報告され  

ている。非衛生的な環境がTLRを刺激しThl細胞を増  

やしアレルギーを抑制するという単純な図式の解釈が難し  

くなったわけである。   

そこで，現在では，Thl細胞とTh2細胞の両者の過  

剰な活性化を抑える抑制性丁細胞（調節性丁細胞）の存在  

が注目され アレルギー疾患の寛解や発症予防と関係して  

いるという報告が相次いでいる。しかし，乳児期の感染症  

がどのように抑制性丁細胞を増加させるか，TLR刺激  

で抑制性丁細胞が増加するのかどうかなど不明な点が多  

い。衛生的な国でThl細胞の異常活性化によって起こる  

自己免疫疾患が増加している理由も不明で 衛生仮説とは  

矛盾している。   

衛生仮説に話を戻すが，一連の報告のなかに，1歳以下  

のときに室内でイヌやネコを2匹以上飼育していた家で  

育った子どもはアレルギー発症頻度が有意に少ないという   

調査がある9）。このことは，従来のアレルギー疾患におけ  

る環境整備と矛盾するようにみえ，患者教育に関して混乱  

もみられている。アレルゲンと多く接触したほうがよいの  

であろうか？もちろん乳児期を過ぎ，免疫体質がアレル  

ギー体質に決定された後，ペットを飼育すると強いアレル  

ギー反応を誘発する危険性があるので室内でペットを飼育  

することは推奨されない。しかし，メカニズムを考慮する  

と，乳児に対しアレルギーを予防する作用を示すペット由  

来物質は，排泄物に存在する細菌のもつエンドトキシン  

（糖脂質）や細菌やウイルスのDNAの断片であるCpGモ  

チーフ（核酸）であり，たんばく質ではない。ペットの糞  

や唾液に含まれる細菌やウイルス由来の糖脂質や核酸が免  

疫細胞のTLRを刺激し，アレルギー反応を抑制する細胞  

の増殖を促進しているわけである。しかし，アレルギー反  

応を誘発するのはTLRを刺激せず，Th2細胞のみを増  

殖させやすい構造をもったんばく質のアレルゲンである。  

アレルギー疾患の予防ということを考えた場合，ペットを  

飼育する代わりにペットの糞や唾液だけでも十分なアレル  

ギー予防効果は期待できるわけである。   

以上のこととは別に，室内のネコのアレルゲンFeldl  

のレベルとネコアレルギーの発症との関連を調べた報告川）  

がある。ある一定量までは，Feldl濃度が高くなるほど  

ネコに対するIgE抗体が多いという傾向が得られた。し  

かし，Feldl濃度がそれ以上の高濃度になるとネコに対  

するIgE抗体は少なくなり，代わりにネコに対する  

IgG4抗体が多くなるという結果であった。IgG4抗体の  

分泌は抑制性丁細胞により増加する。また，IgG4抗体  

は樹状細胞などに結合してIgE抗体を介した反応を遮断  

する。つまり，アレルゲン濃度が中程度まで増加するとア   
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細菌やウイルスと縁触がない状態で育ち適tのアレルゲ  
ンと接触するとナイーヴT細胞は1¶2細胞だらけになる  

乳児のリンパ節は  
ナイーヴT細胞のみ  

そのとき大1のアレルゲン（ネコ）と接触するとナイーヴT細胞 ノ†hl細胞数や全体の′巧ンス  
は（ネコ）アレルゲンに特異的な抑制性丁細胞（5）になるが・・・  にはほとんど影響はない   

図3 アレルギー疾患増加に関連した抑制性丁細胞機能低下で仮説は自己免疫疾患増加  

の原因を説明できない。  

レルゲン特異的Th2細胞が増加するが，もっと高濃度に  

なると抑制性丁細胞が増加するという可能性が示された  

わけである。しかし，ダニアレルゲンの場合は高濃度に  

なっても抑制性丁細胞は増加しないという結果であっ  

た10）。ダニアレルゲンには気道粘隈上皮細胞のバリアーを  

破頃する酵素活性もあるのでこのような違いがあるのでは  

なし）かと推測されているが，それ以上のことは分っていな  

い。  

ⅠⅤ．アレルゲン除去はアレルギー発症   

予防に有用か？有害か？   

乳幼児期に細菌やウイルスと接触する機会が少ない，つ  

まり清潔すぎるとThl細胞や抑制性の細胞が刺激されな  

いのでアレルギーが増えるという説は理解しやすく学会で  

も比較的受け入れられている。アレルゲンと接触する機会  

はどうであろうか。喘息など重症アレルギー疾患を発症し  

た人では，アレルゲンへの曝露により，発作などのアレル  

ギー反応以外にも，アレルギー炎症を増強し，疾患病態を  

増悪させることは周知の通りである。しかし，駈 周産  

期や授乳期においては，食物やダニなどのアレルゲン除去  

は無効で，ダニアレルゲンを除去した場合，子どものその  

後の気道過敏性は冗進していたことが報告された11）。しか  

し，ダニが多いほうが将来喘息になりにくかったというこ  

の統計結果は，ダニの場合はネコと異なりアレルゲン濃度  

を増やしても抑制性丁細胞を誘導しないという報告10）と  

矛盾している。乳児期にダニや花粉と接触すればするほど  

アレルギー発症が予防できるという説明も，ダニやスギ花  

粉が増えているという事実と矛盾している。   

なお，ネコや食物，花粉との接触により反応して増殖す  

るのはそれぞれのアレルゲンに特異的な抑制性丁細胞だ  
けで，細菌やウイルスに対する反応のように全般的に  

Th2細胞が抑制されアレルギー体質が予防できるわけで  

はないことも理解する必要がある。つまり，ネコアレルゲ  

ンが多い場所で育つとネコアレルギーにはなりにくいが，  

ダニや花粉アレルギーになるリスクには変わりがないとい  

うことである。抑制性丁細胞が絡んだアレルギー発症予  

防に関する話は衛生仮説とは別の問題を論じている（図3）。   

Ⅴ．結  論  

アレルギー発症予防のために妊娠中や乳児期から卵や牛  
乳を多くとったり，ネコや花粉あるいはダニと積極的に接  

触したりするのは，Thl／Th2パラダイムに基づく衛生  

仮説や抑制性丁細胞を介したアレルギー疾患予防の仮説  
を矛盾なく説明できる事実が発見されてからにすべきであ  

る。  
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