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須藤 :乳児嘱息をこおける血清可溶性細胞間接着分子 ICAM-1,
尿中メチルヒスタミンおよび血清 トリブタ--ゼの検討

は じ め に

近私 白血球と血管内皮細胞の相互作卿 こ関わる接着

分子の研究が遊歩 し,多くの疾患で細胞間接着分子が関

与していることが判明してきた.気管重職息においても

気道粘膜好酸球浸潤や気道過敏性成立に重要な役割を果

たしていることが示され1),血清可溶性 ICAM-1(以

下,血清 sICAM-吊 の検討も散見される2)14).また,

アレルギー疾患において,ヒスタミンの主要代謝産物で

ある尿中メチルヒスタミン5)~9),さらに,肥満細胞に

特異的なプロテア-ゼである トリブターゼ10)--14)の検

討もなされてきている.

しかし,乳児において,血清 sICAM-1を検討 した

ものは文献を渉猟する限りない.著者は嘱嶋を認めた2

歳までの乳幼児に血清 S王CAM-1,尿中メチルヒスタミ

ンおよび血清 卜))ブタ-ゼを同時をこ測定 し,乳児嘱息患

者におけるこれらの因子の動態を検討 したので報告する.

対象および方法

1. 対 象

1993年11月から1994年2月までの4カ月間に当料外

来を受診 した月齢2魂カ月以下の男児39例,女児19例,計

58例の乳幼児 〔月齢 11.1堂5,5カ月 (平均±S.D.)〕を

対象とした.検査をこ際 しては家族に十分説明し,同意が

得られたもののみを対象とした.

2.方 法

1) 群分け

a. 受診時,鴨嶋を認めた職場群27例 (男児20例,女児

7例,月齢 11.9±6.2丸鋸 と認めなかった非職鳴群31

例 (男児19例,女児12例,月齢 10.5±4.9カ月)の2群

に分質 し,検討 した (表 1).

ら, 月齢をこよる影響を検討するために,曝鳴群,非職

鳴群をそれぞれ0から6カ月の乳児前期評, 7から12カ

月の乳児後期群および13から24カ月の幼児群の3群に細

分類 し,それぞれの群内での比較および鴨場群と非職鳴

群問で比較 した.

C.噸鳴群を受診時点までの噸鳴継続日数の長短で職場

短斯群 (1-2｢=1. 7'f町 .嘱鳴中期群 し3-5【],10

例1,鴨場長期群 (.6日1､.i.l∴ 1()刺)の3群に分現 し.

検討 した.

d. 鴨場群27例を[]本小児-･'LJLギー-研究会tTl重症度

判定基準で小発作23例と率発作4例に群顕し 検討した.

CL. 嘱鳴群27例を赤坂151LI')AsthmaProspectiveScore

表 1 対象者背景
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鴨 鳴 群 非 職 鳴 群

症例数月 齢発作の程度合併症AD 削 27 3ー

し男 20,女 71 (男 19,女 Ⅰが

ll.9±6.2 10.5±4.9

(2-22.カ月)小発作 23例大発作 4例7例 (3-24カ月)4例

UTⅠ帝2 O例 3例

Rota郎 1例 2例

削 :ア トピー性皮膚炎

♯2:尿路感染症

♯3:ロタウイルス性腸炎
･ヽIean±S.D.

(以下,APS と略す)で気管支噸息の診断基準を満た

す APS陽性群11例と満たさなし､APS陰惟群16例に

分け検討した.なお.1歳1､人上〔')症例では.401しトml以

上を Ⅰ屠E高値とした.

i. 検査 した時点からきちに6カ月から9乳用の観察期

間を設け,58例のうち調査可能であった53例 (観察期間

6.8±1.0カ月1を,Tabachnik& LevisonL61の定義iこ

したがい,その時点までに3回以上の鴨場を経験 した群

を職息群23例 (男児17例,女児6例,調査時月齢 19.9

±6Aカ月)とし,2回以下の群を非職息群30例 (男児

20例,女児10例,調査時月齢 17,5±5.2カ月)とし,氏

較検討した.

2) 測定方法 (衷 2)

① 血清 sICAM-1(羨 望-1)

血清分離後,測定時まで-4O℃で保存 した.sICA九卜

1の測定は1ステップサソドイッチ法をこ基づく ELISA

キ･リ卜(BritishBiotechnologyProducts社製)を使

岡した.吸光度測定は micI･OPlate吸光度計 (コロナエ

し17卜l.トノウ社 MTP-120)を使用した.標準曲線は二

登測定により毎回作成 し結果を策出した.標準曲線は毎

回良好な曲線が得られた.測定キットの感度は 2.8ng/ml

であった.

② 尿中メチルklスタミソ (表 2-2)

採尿は9:OOか!T--15:OOの間に施行 し,採尿前の食

事制限は行わなかった.検体は 2脚 Cまで pH4から

5(･こ調熟 し.4Tで保存した.測定方法は境合法iこよる

二抗体法 RIA で行い.測定キ.リトは Pharmaeia社製

Ph(vmaciと1Methl･1-HistamineRIA を用いた.ガンマ
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表 2-1 血清 sICA＼ト1

i,

トTors()radishp(､ro＼ydlLS(､
標識化抗体 l()(‖∫t

I

2(潤 希釈検体 100.lLl

▼

イソキュベ-ンヨy
L室温 1.5時間1

▼

洗浄6回

▼

tLltrこIm州1)･ltだnZidinelooFtt

▼

イソキュべ-ンヨy
(室温(1.5時間1

▼

硫酸 100.lEl

▼

吸 光度測定 こ:ILL:10nm
(対照波長 620nllll
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表 2 測 定 方 法

寮 2-2 尿中 メチルヒスタミン

51倍務釈検体 200pl

▼

l宝島Ⅰ標識ヒスタミン淡血清アルブミン200pl

▼

抗 メチルヒスタミン抗体 200p3

▼

インキュベ-ショソ (4℃16-20時間)

▼

二次抗体 20mi

▼

イソキュべ-ショソ (室温0.5時間)

▼

遠心分離 1500g10分間

▼

デカンテ-ション

▼

放射能測定

か17シヤー-は AIokこ1番廷AutoWellGこ廿1Ⅵ1こiSystL.nlAtく(､'-

10輔M を使用 した曲結果の算出は二義測定により得 ら

れた標準曲線を用いた.検出範囲は10かLl15()O.ILL,lで

あるため,検出渡慶以下の測定値は便宜上 10i噌/1と

し 検出濃度以上は 5輔 pg月 とした仝同時に測定 した

尿中 クレアチニンで除 した補正値で比較検討 した.

③ 血清 トリブターゼ (養 2-3)

採血後,3時間以内に血清分離 し,測定時 まで-do℃

で保存 した.測定はサソ ドイッチ法による RiA キ ット

(phEu･IllaCia社製 Pha∫-maciaTITPtaSelくIACTlを使

用した.ガンて小 ナン-7-は AIoka製 AutoWellGanlmi1

Syste･m ARC-1OOOM にて測定 した.結果算出は 二重

測定で得 られた標準曲線を用いて行った,測定感度は 2

LUlでLTT)--､た.

31 統計学的検討

t-test.礼:1am1-WhitlleIT検定.x2検定および Fishe1-

の直接確率計算法を周い, 5%以下の危険率を有意と判

定 した.検討結果はすべて平均±標準偏差で表 した.

結 果

1. 鴨場群と非鳴鳴群での検討 (図 1)

表 2-:i 血i･i!日､t卜''I---t･:

▼

L'僧 希釈検休 ;r)(IItl

▼

125t 卜 1-･17･･JJi抗体 50,lLl

▼

インキュベ-ション (20℃16-←18時間)

▼

洗浄 二日叫

I

放射能測定

_LfL扉;■LslL'!ul-I｣川紺 を群 ;‖1.6十187.1lltlnll.J川蒜

鳴群 38臥1±133､5m屠/mlと嘱鳴群で高い値を示した

が,有意差は認めなかった (図 11)や尿中 メチルヒス

タミンはそれぞれ 347.6±ほ7淵がg/g8抜e,謝 .9±176,4

IEgg･Clで .~~こ両替にf-】一意差し主なか-言二し図 卜21.血清

Igt･:Lt嘱鳴群 L･15.0±76.6IL'ml.｣川即ち群 16.6±21.2

Iu/mlで有意差はなかったものの嘱鳴群が高い傾向 (p

-0.052)を示 した く図 ト鋸.血清 トリブターゼは両群

全例で 2U/1以下であった. 受診時月齢,C氏p,受動

喫煙の有無,RAST (ダニ,-ウスダス ト,卵白,牛乳),

好魔球 (%)および鼻汁好酸球の各項 目でも2群問に有

意差はなかった.

2. 月齢における検討 (図 2)

嘱鳴群に畑 十る乳 児前期群,後期群,幼 児群Lr)Lfll清

sICAh:11 はそ.I'iぞれ Ll相.二1±19.3ngml,A/193.5±200∴ミ

た.非職鳴群ては 1̀67..4±90.Tng11江 359.9±1こ汀∴i

n琵/ml,404鳥±13凱7mg/mlと,やは り有意差を認め

なかった.鴨場群と非鴨場群のそれぞれ対応する月齢問

での比較でも有意差は認めなかった (図 望1).尿中 メ

チ ル ヒ ス タ ミンは鴨場群で, 393.0±239.8tLg/宮書
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非職鳴欝 職場欝
(N=30) (N=22)

図 卜1 血清 sleAl･卜l
(ng/ml)

非噛醜群 噛醜群
(N=31) (N=26)

図 卜望 尿中メチルヒスタミン

りLghT･('rL-i

図 1 鴨鳴群と非職鴫野での検討
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tTlgnlい
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非職醜群 噛醜欝
(N=31) (N=27)

図 113 血清 JgE
(lU/ml)

(5)(4)(19)(12)(7)(10)

図 2-2 尿中メチルヒスタミソ

(pg/g･Cre)

図 2 月齢別での検討

非職鳴群は上州1.2士Li)73.6.lLgど･ere.!10L).1±177.3/Lg:g

･Crt,∴iO9.6士60.61唱 g･Creで､嘱鳴群内,非職鳴

群内,職場群と非職鳴群間で有意差は認めなかった (図

2-21.血清 卜Irl-･{々 --t･:は全例 2し7I1､人下であー､た.

:). 鴨場群の鳴鴨期間別での検討 (図 3)

短新鮮,中期群,長期群の職鳴期間の平均 日数はそれ

ぞれ 1.･l±0.5日,3.6±0.8日,8.0±2.5日であー-､た.
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血清 sICAMllは 615.0±178.9ng.,･:ml,377.0±155.2

ng.,ml.344.7±131.1ng■mlと鴨鳴期間が短い群ほど

商い値を示 し,短期群は中期群,農期群との間で有意差

を認め,非職鳴群との問にも有意差を認めた く図 3-1).

FLglg･Ctで,353.7±203.8/Eg,,g･Cre.3110.5±163.6ILgg

とも非職鳴群との問をこ有意差を認めなかった (図 3-2).
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適 期群 中期群 長期群 非職醜群
(N=6) (N=9) (N=7) (N=30)

図 3-1 血清 sIC八九･ト 1

(ng/ml)

短期群 中期群 島期群 非鳴醜群
(N=7) (N=10) (N=9) (N=31)

図 3-2 尿中メチルヒスタミン

りLgg･CI小

図 3 職場群の職場期間別での検討

小発作群 中発作群
(N=19) (N=3)

図 4-1 血清 sle-ANl･1-1
(ng/ml)

小発作群 中発作群
(N=23) (N=3)

図4-2 尿中 メ+′Lヒス')ミン

(./Lgg･eTで1

図 4 脚 島群LT)発作程度別てし1)検討

血清 卜り711タ一･一ゼは 2U.:I1十下であった.

4.鴨場群における発作の程度による検討 (図4)

小発作艶 率発作群の血清 sIC搬 まはそれぞれ 443.8

±191.9ng.:ml.354.7±164./1ng∴mlで両群に有意差

は認めなかった (図 4-i).尿中メチルヒスタミソは,

･creと中発作群で有意に高値を示 した (p<0.01,図

4-21 .

5. 鴨場群における APS陽性群と AI-S陰性

群間の検討 (図 5)

両者LT)鴨鳴期間はそJIlLぞI'L5.9±3.6Fl,3.3±1.7卜】

と有意に APS陽性群で長かった くp<0.05).血清

SICAM-1は APS陽性群 444.8±198.6ngml,陰性

群 412.6±179.8m哲/mlと陽性群で高い値を示 したが,

有意差はたかった (図 5-日.APS陽性群と非職鳴群

にも有意差は認めなかった.尿中メチルヒスタミソほ AをS

陽性群洪5.2±184.61Lgg･(二m AfS 陰性群 3fXl,7±199.i
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一

APS 九ps
陰性群 陽性欝非鴨場群
(N=9)(N=13)(N=30)

図 5-1 血清 sTCAM-I

(ng/ml)

APS 九ps
韓性群 陰性群発聴醜群
(N=11)(N=15)(N=31)

図 5-2 尿中メチルヒスタミン

L/Lgg･Crel

図 5 鴨場群における APS陽性群と APS陰性群および非職鳴群で
の検討

非鳴息群 鳴息群
(N=29) (N=1g)

図 6-1 血清 sICAM-1

(ng/ml)

非職点群 噛魚群
(N=30) (N=22)

図 6増 尿中メチルヒスタミン

(pg/g･Cre)

図 6 嘱息群と非職息群での検討

,lEgg･Creに有意差は認めず,APS陽性群と非職鳴群

でも有意差はなかった (図 か思).血清 トリブタ-ゼは APS

陽性群,陰性群 ともに 2U/i以下であった.

6.噛息群と非鳴息群間の検討 (図 6)

嘱息群.非嘱息群の血清 sICAM-1は -,15Li.6±192.′l

ngL:ml,364.4±131.5ng･mlで,嘱息群で高い傾向を

認めた (p-0.CG.図 6-ll.尿中 メ+JLとスケミパま:W5.8

非端息群 輔息群
(N=30) (N=23)

図 6-3 血清 IgE
HU/mi)
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息群で有意に高か-lた しp<0.05.図 6-21.血清 IgEは

有意差は認めなかった (図6-31.鼻汁好酸球は嘱息群が

有意に強か一､た しp<0.05).血清 卜りブ タ--tl_-は両群

喫煙の有観 RAST (ダニ,ハウスダス ト,卵白,牛乳),

好酸球 (9,0)の各項 目では2群問に有意差はなか一,た.
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考 察

近年,白血球と血管内皮擁胞との相互作用に関わる接

着分子の研究が進歩 し,多くの疾患で濃要な役割を果た

していることが判明してきた.接着骨子の一つである

IC/･uLLI-･r-1は,Igt;Iく一一′､一一~7-,･ミ事)-に属しlT.気管

重職息において気遣粘膜好酸球鰻潤や気道過敏性成立に

蒐費な位置を責めている川8㌧ また血清 S夏CAM-1に

-~1いてn検討も散見さかるよ')に左;l.HこlShimot(11､-､-1､

は,血清 sICAh11-1は嘱息群で有意に高値であり.嘱

慮群で屯発作時は非発作時をこ比 しより高くなると報告 し

ている,一方,塩田ら即は嘱恩評と対照群で有意差を

認めなかったとしているが,これらはいずれも成人にお

ける検討である.小児の検討では Schm主もtら4)が,9

歳から17歳の嘱息患者と成人対照との比較で,有意差が

なかったとし,アレルゲン吸A級でも同様であったと報

告している.しかし 文献を渉猟する限り,乳幼児での

報告はなされていない.

著者の乳幼児をこおける検討では,血清 SまCAM-1は

嘱鳴群と非職鳴群では,噸鳴群でやや高い値を示 Lたも

のの有意差は認めなかった,職鳴群,非噂鳴群をそれぞ

れ月齢別に3群に分け,同月齢で比較 したが,同様に有

意差はなかった.

一丸 嘱鳴群を検査時漁までの職場継続期間で3群に

分けて比較 したところ,鴨場期間が短い群でより血清

発現は,サイトカイソ刺激により数時間からupFe跳iation

が開始され,24時間から48時間でピ-タをこ達するとされ

であると考えられており21),血清 S王CAM｣ 値もその

近辺の時点で最高値を示すと推測され 短期群で有意に

高値を示 したと考えられる.また,嘱鳴群の平均噸鳴期

間は竣.5日であったことを考慮すると,大部分の喘鳴患

児の血清 sICAM-1はすでに基礎値に戻っており,節

職鳴群との間をこ差を認めなかったと推察される.

乳児期には聴感と鑑別困難な細気管支炎が発症 しやす

く.今回(?)調査時期が冬期で卦--､たこLとも考膚する上

嘱鳴群に細気管支炎LT.)症例も含まIlてし､か一丁能性がある.

そこで著者は.赤坂15L･')A王-S と TこIhachll_ik良I_.eヽ･触川1

の定義16)を周いて乳児噸息の診断を行った.赤坂は乳

児嘱息の早期診断に APSが有朋てあく),細気管 支炎

良Levisonは3回以上の鴨場を認めれば,発症年齢,

アトピ-の有観 明かな促進因子,職嶋の頻度にかかわ

らず職息 と診断可能であるとしているも6),鴨場群にお

ける APS 陽性群 と APS陰性群および非職鳴群の血

清 sIC八八.卜1を比較 したか.八l)S陽性群-:こ高い値,を･/Jミ

したも(r)LT)有意差甘認入T'なか-､た.T;山lCllnik良Lt,＼･is川l

の定義16日こしたがった嘱息群と非嘱息群での血清 sICAM-

1し'汀ヒ較-.こ烏.鴨息群て高し､傾向TT:認拙～二日)-0.0(;㌦

これ らの結果より,血清 S‡CAM-1は職場初期 (発

作初期)に高儀を示すことが示唆され,また乳児職息に

おいて ICAM-1の発現増強の可能性が示癒された.

ヒスタミンは即時型アレルギ-反応に重要な位置を責

めているが,代謝速度が極めて速いため測定およびその

評価をこぼ 慎重を要するとされている.これに対して,ヒ

スタミソの主賓代謝産物である尿中メチルヒスタミソは

より安定で,虹スタミソ放出の良い指標であるとぎれ5)

良)之望),アレルギ…患者へのアレルゲン免荷により上昇を

認めた報告がなされている5卜 了)9=

今回の乳幼児における検討 で は,嘱鳴群と非鴨場群間

での検討, 鴨場群における畷鳴期間別による検討のいず

れも有意差は認めなかった.これらの結果は,尿中メチ

ルヒスタミン値は抗原刺激後数時間でピ-タに適 した後

に即時に減少する537)9)ことから,嘱鳴群さE3には職場

早期群でさえ,すでをこ採尿時には基礎値に復 していたこ

とに起因すると考 えられるさMonchy ら6)も ear呈y

こtSthmIltiL.rt､こlL,ti()n てこi畔里群に比し高値を:示十′八 lこIl(､

asthmaticreaetiomでは対照群と差を認めなかったと

している.

噸患群と非職意群の検討では,非職息群に有意に轟かっ

た,今回の検討において採尿は,変動の少ない22)23)日

中に行ったが,食事制限は していない,食事行為の影響

には賛否両論あるが22)24)25),この結果に関 しては,餐

事の影響がその一因となった可能性も否定できず不明で

あった.また,非嘱息群には尿路感染症の患者が3例含

まれているが,いずれも治癒期であり,さらに尿中種菌

が産生するヒスタミソの影響は少ないと考えられる5)6)

今回の検討で興味深かったのは,職場群を日本小児ア

レルギ--研究会の嘱息発作の程度で小発作群23例,車発

作群4例に群別し 尿車メチルヒスタミンを比較 したと

ころ,車発作群で有意に高儀を示 した点である.Keyzer

ら5)は,尿中メチル虹スタミン健が,アレルギ-反応

の蚤疲度を反映すると述べており,嘱息をこおいても重症

度の客観的指標になる可能性が示唆された.

以上より,尿中メチルヒスタミソ値は嘱息発作におい

管,通常の外来受診での時点ではすでをこと昇は観察され

ないことが判明した. しかし 嘱息発作の重症度の指標
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尿中メチルヒスタミソおよび血清 卜uブタ-ゼの検討

となる可能性が示唆された.

血清 トリブタ-ゼについては,Wemze】ら且旦)は成人

における気管洗浄液中の検討で,アトピ--性喝恩患者に

有意に基礎値が高いことを示 した,そこで血清 トリブタ-

ゼが乳児嘱息患者で高いことを期待 したが,食倒で 2u/

i以下という結果に終わった,血清における トリブタ-

ゼ値は測定感度に問題があり,特に基礎健の測定には適

さないと考えられた.

結 語

嘱鴨を認めた乳幼児において,血清 sICAM-i,尿中

メチルヒスタミンおよび血清 トリブタ-ゼ値を検討 した.

血清 SⅠCAM-1は,乳児嘱息患者で高い傾向を認め,

ICAM弓 の発現増強の可能性が示唆された.尿中メチ

ルヒスタミソほ嘱息群で高値を示さなかったが,発作の

重症度の客観的指標になり得ると考えられた.血清 トリ

ブタ-ゼに関 しては全例で 2U/1以下であった.
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