
 

第４回 日本ラテックスアレルギー研究会
     

 日 時 平成11年7月24日（ 日） 

     

 会 場  東京 駒場エミナース

  

     

     

 大会長  斎藤博久  赤澤 晃

       国立小児病院 小児医療研究センター

     

 研究会開催にあたって   

  

 こどもの頃、私はSFファンであった。30年前には、私ばかり

でなく、多くの人々が21世紀になれば、木星の衛星に向かって

人類が出発することになると信じていた。ところが、あと2年

で21世紀になるというのに、スペースシャトルは相変わらず、

地球の周りを廻っているだけで、アポロに興奮して徹夜したこ

とのある私としては甚だ退屈である。 
 東京の町並みも30年前とほとんど変化していないし、ニュー

ヨークにいたってはスコット・フィッツジェラルドが描写する

ように雰囲気や町並みが1920年代以降、ほとんど変化がないよ

うである。鉄筋コンクリートの限界なのであろう。逆に、その

当時のSF作家が予想しえなかった出来事というと、コンピュー

ター・ネットワークと分子生物学の発達であろう。コンピュー

ターをインターネットに接続さえすれば、クリントン大統領が

1998年の年頭演説

（http://www.cnn.com/ALLPOLITICS/1998/01/ 
27/sotu/main/）で「DNAチップをはじめとした革新的マイクロ

アレイ技術による遺伝子解析により、様々な疾患を予防するこ

とが可能になるであろう」と述べている録音を聞くことができ

るようになるとは30年前には予想されなかったことである。遺

伝子診断に関する研究費も大幅に増額されるそうだ。1960年代

はじめ、ケネディ大統領が10年で人類を月まで送り込むと宣言

し、NASAの予算が大幅に増額した時代と対照的であり、かつ象

徴的なことである。確かに、手のひらに乗るサイズでありなが

ら、10,000以上の遺伝子情報を解析できるDNAチップをはじめ

とした遺伝子情報のマイクロアレイ解析技術の進歩はめざまし

く、近い将来には、喘息アトピー疾患においても、種々の遺伝

子多型との関連が判明するであろう。 
 30年前のSF小説の主役であった宇宙大航海時代の到来の前

に、生物としての人類の仕組みが解明される時代がやってくる
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ことは確実である。 
 最近、マイクロアレイ技術による一塩基遺伝子多型(SNPs)診

断が話題になっているが、今後、重要になっていくことは、的

確な臨床診断であろう。例えば同じ、ダニ特異的IgE抗体陽性

の喘息でも、ウィルス感染罹患時のみに悪化するタイプかどう

か、臨床医としての眼が問われるようになる。加速度的に進歩

する最先端の技術を理解し、医学という分野に正しく応用する

ために、臨床医と基礎研究者のさらなる交流が期待される。 

平成１１年７月 
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日本ラテックスアレルギー研究会 

 
７月２４日（土） 午前 鳳凰の間  

 
 
開会の辞         10:00～10:05 

国立小児医療研究センター免疫アレルギー研究部 斎藤 博久 
 
【一般演題 Ⅰ】        10:05～10:35 
  司会    名古屋大学医学部環境皮膚科 早川 律子 

 
  1．藤田保健衛生大学におけるラテックスアレルギーの追跡調査 

     藤田保健衛生大学皮膚科 秋田 浩孝 
  2．二分脊椎症者におけるラテックスアレルギーの実態調査 

   土浦協同病院小児科 渡辺 章充 
 

【一般演題 Ⅱ】        10:35～11:20 
司会           国立医薬品食品研究所療品部 中村 晃忠 

 
  3．ディスポーザブル手袋における歯科用モノマーの浸透性について 

   大阪歯科大学歯科理工学講座 大島  浩 
  4．放射線加硫天然ゴムラテックスの脱タンパク質 

   日本原子力研究所高崎研究所 幕内 恵三 
  5．Medical Globes and Latex Allergy –An Industry Perspective 

 Regent Medical   Howard Broadbridge DMS 
 
 

Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch  

お弁当1000円｡ 数に限りがあります!! お申込みは受付で。 

Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch Time Lunch 

T  
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日本ラテックスアレルギー研究会 
 

７月２４日（土） 午後 鳳凰の間  

 
 
【公募シンポジウム Ⅰ】 

 食物アレルギーとラテックスアレルギー            13:30～14:20 
司会               横浜市立大学医学部皮膚科 池澤 善郎 

 
  1．ラテックスアレルギーとラテックス交差関連食物 

     藤田保健衛生大学皮膚科 冨高 晶子 
  2．植物に由来する交差反応性抗原 

     国立医薬品食品衛生研究所療品部 矢上  健 
 
 

【公募シンポジウム Ⅱ】 

 周術期のラテックスアレルギー患者の管理     14:20～16:30 
司会       東京慈恵会医科大学医学部麻酔科 谷藤 泰正 

国立小児医療研究センターアレルギー研究室 赤澤  晃 
 

 
  1．手術中にラテックスによるアナフィラキシーショックを起こした１症例 

        国立小児病院麻酔集中治療科 阿部 世紀 
  2．ラテックスアレルギー患者の帝王切開術の術中管理 

        順天堂大学医学部麻酔科 光畑 裕正 
  3．国立小児病院における術前アレルギーチェックプログラム 

        国立小児医療研究センターアレルギー研究室 赤澤  晃 
  4．天然ゴムを含有する医療用具の添付文書等の記載事項の改訂について 

厚生省医薬安全局安全対策課 田村 敦史 
  5．ラテックスアレルギー患者の麻酔管理(latex-safe protocol) 

   国立小児病院麻酔集中治療科 近藤 陽一 
 
Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee  

お飲物が用意してあります。ご自由にお召し上がりください。 
Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break Coffee Break 
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特別講演 
 

７月２４日（土）16:50～17:40 大ホール  

 
 
【特別講演】         16:50～17:40 
  Latex Allergy –The European Experience 

司会  国立小児医療研究センター免疫アレルギー研究部 斎藤 博久 
演者        Timo Palosuo, MD 

               Research Professor, 
   Department of Health and Functional Capapcity, 
        and, Head, Laboratory of Immunobiology,  

  National Public Health Institute, Helsinki 
 
閉会の辞     国立小児医療研究センターアレルギー研究室 赤澤  

晃 
 
【懇親会】 飛鳥の間         18:00～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合同の懇親会があります。 

是非お立ち寄りください。 

 会費 2000円 

   飛鳥の間 18:00～ 

 

  お申し込みは 
会場受付・懇親会受付で 
    どうぞ 
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【一般演題Ⅰ】 

 
１．藤田保健衛生大学病院におけるラテックスアレルギーの追跡調査 
 

秋田 浩孝、松永加世子、冨高 晶子、鈴木加余子、上田  宏 
（藤田保健衛生大学皮膚科） 

                                
 我々は、第2回本研究会ならびに第22回日本接触皮膚炎学会にて当院のhigh risk 

nurses (手術室、ICU/CCU、 HCU) におけるラテックスアレルギーの実態調査を報告

した。アンケート、血液検査、(ラテックス特異IgE抗体；AlaSTAT法)、皮膚テスト(プ

リックテスト、使用テスト)を施行した結果87人中6人（6.7％）が確定診断された。

実態調査を施行して2年が経過した現在の同じ職場における看護婦、看護士のラテッ

クスアレルギーの再検討を行った結果を報告する。 

 また当科では1995年から1998年までに職業性ラテックスアレルギーを30例経験し

た（前期6人は重複）。この30例に関しても現在、追跡調査を施行している。これら

を総合して追跡調査結果を報告する。 

  
２．二分脊椎症者におけるラテックスアレルギーの実態調査 
 

渡辺 章充 
（土浦協同病院小児科） 

 
 【対象・方法】1997 年 11 月より、心身障害児総合医療療育センター外来を診察・

リハビリテーション等のために受診したSB児・家族に対して、文書を用いてLAにつ

いて説明し、口頭で承諾を得てから、血清総IgE（TIgE）、ラテックスの血清特異的IgE

（LtxIgE）の測定、及びプリックテスト（PT）を実施した。症例は28例で、男女は同

数、年齢は1才から51才（平均15。9才±12。0才）だった。各症例について、アレ

ルギー疾患の既往歴及び家族歴の有無、LAの既往の有無、新生児期に受けた手術回数、

調査時点での総手術回数、導尿経験の有無、医療用手袋使用経験の有無をアンケート

調査した。 

 【結果】（1）アレルギー疾患の既往歴を16例、家族歴を18例に認めた。臨床的に

LAの既往をもつ例はなかった。（2）LtxIgEは0.34U/ml以上を陽性とし、5例（17.9％）

が陽性だった。（3）PTは4mm以上の発赤で陽性、15mm以上は強陽性と判断したが、3

例（10.7％）が陽性で、全て強陽性だった。（3）検査陽性と強く相関するアンケート

項目はなかった。 

 【考察】生後早期に手術を受けたり、カテーテルを用いた間欠導尿を経験すること
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が多いSBは、欧米ではその38％がLtxIgE陽性だったとする報告もある。今回の調査

では本邦での頻度はまだ欧米より低かった。米国でLAが増加した一因に、HIVなどの

感染症に対する意識の高まりから医療用手袋の需要が高まり、抗原除去が不十分な製

品が多く流通したことが上げられている。今後、感染症対策の強化は国内においても

進むと考えられ、SB児に対する現実的な対処法の確立が必要である。  
 

【一般演題Ⅱ】 
 
３．ディスポーザブル手袋における歯科用モノマーの浸透性について 
 

大島  浩、橋本 典也、中村 正明 
（大阪歯科大学 歯科理工学講座） 

 
 【目的】 近年、歯科領域においてディスポーザブル手袋の使用が増加し、定着し

てきている。多種、多量の材料を取り扱う中で、歯科用モノマーが手袋素材を浸透し、

それら化学物質によるアレルギー発生の危険性も指摘されている。そこで、ラテック

ス蛋白のみならず、他の因子によるアレルギー発生の観点から、ラテックスアレルギ

ー対策を施した最近のディスポーザブル手袋のモノマー浸透性について調べ検討した。 

 【材料および方法】 実験には代表的な歯科用モノマーとしてmethylmethacrylate

（ＭＭＡ）、2-hydroxyethyl methacrylate（ＨＥＭＡ）、ethyleneglycol dimethacrylate

（ＥＧＤＭＡ）、triethyleneglycoldimethacrylate（ＴＥＧＤＭＡ）、bis-glycidyl 

methacrylate（Ｂｉｓ-ＧＭＡ）およびurethane dimethacrylate（ＵＤＭＡ）の６種

類を選択し、ディスポーザブル手袋はラテックス製３種、ポリ塩化ビニール製そして

クロロプレンゴム製を使用した。方法は各種ディスポーザブル手袋の手指部に歯科用

モノマーを注入し、エタノール中に静置した。所定の時間後にエタノール中へ浸透し

たモノマーを調べるべく、液体クロマトグラフィーで測定し、比較・確認した。 

 【結果と考察】 ３種類の手袋において、ＭＭＡおよびＨＥＭＡの溶出が確認され

たのに対して、ＥＧＤＭＡとＴＥＧＤＭＡはわずかであった。しかし、Ｂｉｓ-ＧＭＡ

とＵＤＭＡは確認できなかった。手袋の材料組成による溶出挙動はポリ塩化ビニール

製およびクロロプレンゴム製がラテックス製に比較し短時間でそれらモノマーの溶出

が認められた。本実験結果からディスポーザブル手袋はアレルゲンの一つとして指摘

される歯科用モノマーを浸透する可能性が考えられ、ディスポーザブル手袋のラテッ

クスアレルギー発生の低減化とともに、これらの対策の必要性も示唆された。 

 
４．放射線加硫天然ゴムラテックスの脱タンパク質 
 

幕内 恵三１、R. M. Upul２、Yanti S. Soebianto３、吉井 文男１ 
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（日本原子力研究所高崎研究所１、スリランカゴム研究所２、インドネシア原子力庁３） 
 
 天然ゴムラテックス(NRL)の放射線加硫(RV)では、タンパク質も変性し、抽出可能な

水溶性タンパク質(WSPR)が増加する。このWSPRの除去法として、(a)RV NRLの遠心濃

縮、(b)水溶性ポリマー(WSP)添加RV NRL乾燥フィルムの水洗、の２つ方法を報告した。 

 今回は、①RV NRL（全固形分50％)そのまま、②RV NRLにポリビニルアルコール(PVA、

重合度2000)を添加、③希釈RV NRL（全固形分30％）を遠心濃縮した後 PVAを添加、

④PVA添加希釈RV NRLを濃縮、の４種類の試料を用い、WSP添加と遠心濃縮の併用効

果を検討した。NRLはマレイシア産のHAで、アクリル酸n-ブチル5phrを添加し、20k 

Gy 照射して放射線加硫した。①～④から作製した乾燥ゴムフィルムを水洗し、残存

WSPRを定量した。WSPRは、PIERCE社製BCA Protein Assay Kitを用い、60℃で30分

間インキュベートするEnhanced Protocolで行った。測定可能なWSPR濃度範囲は、5

～250μg/mlである。3phrのPVAを添加したもので比較してみると、③では遠心濃縮

によってかなりのWSPRが除去されており、水洗なしでもWSPRは140μg/gと低い値で

あった。④のPVA添加後濃縮ではさらに低く60μg/gであった。20分間水洗で③と④

の差はほとんどなく、15μg/gに低下した。30分間水洗では、①からは130g/g、②
のPVA添加・無濃縮では 95μg/g が検出されたが、③と④PVA添加・濃縮では検出限

界以下となった。重合度500の低分子量PVAでは、2phr添加の④で、20分の水洗によ

ってWSPRが検出限界以下でなった。 

 以上の結果から、WSPRの極めて少ない前加硫ラテックスの製法として、低分子量PVA

添加・遠心濃縮法が有効であるとの結論を得た。 

 
５．Medical Gloves and Latex Allergy-An Industry Perspective 
 

Howard Broadbridge,DMS 
                （Regent Medical） 
 
Latex allergy among health care workers is fast becoming an important 
occupational health and safety issue throughout the Western world and is now 
beginning to emerge in Asia. There are several theories as to the cause, although 
the increased use of examination gloves with the introduction of universal 
precautions is a popular explanation. This has presented a challenge for both 
health professionals and manufacturers of latex gloves. 
 
Latex glove manufacture involves using natural rubber latex to make gloves which 
provide a barrier,whilst allowing adequate tactile sensitivity and a comfortable fit. 
The process involves a number of key steps such as compounding, dipping, 
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vulcanization, stripping, washing and testing. The final processing of gloves may 
incorporate a leaching phase, which will reduce residual chemical and latex 
protein levels. Latex proteins are the substances responsible for the most serious 
form of glove allergy, Type I, or immediate hypersensitivity. Transmission to 
susceptible individuals may be by direct contact, absorption, or inhalation of glove 
starch powder, which may carry protein allergens. 
 
The increasing prevalence of latex allergy has prompted a number of regulatory 
changes and calls from professional organizations for the more widespread use of 
powder free, low allergen gloves. Manufacturers have had to respond by reducing 
extractable latex protein levels of existing gloves and developing acceptable 
powder free and synthetic alternatives. This has assisted health care providers in 
the development of glove usage policies, which minimize the exposure of patients 
and staff to glove powder and harmful allergens. 
 

【公募シンポジウムⅠ】食物アレルギーとラテックスアレルギー 
 
１．ラテックスアレルギーとラテックス交差関連食物 
 
    冨高 晶子、松永佳世子、秋田 浩孝、鈴木加余子、上田  宏  

（藤田保健衛生大学皮膚科） 
                              
 1995年5月から1998年12月までに30例のラテックスアレルギー（LA）を経験し

た。LAの臨床症状は各症例ごとにかなり異なっており、アナフィラキシーを呈した症

例も4例経験した。LA30例のうち4例はその後栗摂取によりアナフィラキシー症状を

呈した。LA 患者が種々な食物にアレルギー反応を呈することは既に知られている。

我々はその交差反応の可能性を確認するために、報告されているトマト、キウイ、グ

レープフルーツ、バナナ、アボカド、栗等の特異IgE抗体の測定およびプリックテス

トを施行してきた。その結果、特異IgE抗体が陰性の場合にも症状の出現する症例が

ある一方、特異IgE抗体およびプリックテストが陽性であっても自覚症状なく摂取可

能な場合もあることが分かった。 

 従って交差反応においては特異IgE抗体やプリックテストの結果は臨床症状を必ず

しも反映するとは限らない。たとえ両者が陰性であっても注意が必要である。但し、

プリックテストが陽性ならば、原則としてその摂取はさけるべきであると考える。 
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【公募シンポジウムⅠ】食物アレルギーとラテックスアレルギー 
 
２．植物に由来する交差反応性抗原 
 
                矢上  健  

（国立医薬品食品衛生研究所 療品部） 
  
 天然ゴム製品のみならず、多種の植物性食品に対しても症状を示すラテックスアレ

ルギー患者が少なくない。原因となる植物に共通して含まれる、構造の似た蛋白質が、

交差反応性抗原になっているのではないかと予想される。最近、バナナやアボカド、

クリに含まれるクラスＩ型エンドキチナーゼが、交差反応性抗原の一つであることが

明らかにされた。クラスＩ型エンドキチナーゼは、植物が作り出す生体防御蛋白質の

一種であり、ヘベイン（Hev b 6.02）に相当する部分構造を有する。多くの生体防御

蛋白質は、植物の進化過程で良く保存されている。よってそれらは、幅広い交差反応

をも引き起こすアレルゲン（パンアレルゲン）の一群を形成している可能性がある。

一方、このような生体防御蛋白質は、抗カビ活性や病害虫防除活性を有することから、

植物育種の面でも注目されている。 

 ラテックスアレルギーと似た様相を呈するアレルギー性疾患として、花粉症に伴う

Oral Allergy Syndrome（OAS）がある。ラテックスアレルギーの場合も花粉症の場合

も、通常は問題とはならない多くの果物や野菜が、OASの原因となる点に特徴がある。

演者らによる実験の結果、こうした果物や野菜に含まれるIgE結合性抗原の大半は、

人工胃液で容易に消化される蛋白質であることがわかった。この結果は、ラテックス

アレルギーや花粉症に伴うOASが、交差反応性に基づく症状の誘発現象である可能性

が高いことを示唆している。まず、天然ゴム製品と接触したり、アレルゲンを含むパ

ウダーや花粉を吸入することで感作が成立する。その後、交差反応性抗原を含む食物

を経口摂取した際に、アレルギー症状が誘発されるというメカニズムである。容易に

消化されてしまう蛋白質を経口摂取しても、感作が成立する可能性は極めて低い。  

 ラテックスアレルギーと食物アレルギーとの関連性について、植物に由来する交差

反応性抗原という観点から総括的に解説したい。 

  

【公募シンポジウムⅡ】周術期のラテックスアレルギー患者の管理 
 
１．手術中にラテックスによるアナフィラキシーショックを起こした１症例 
 
阿部 世紀、岡本有美子、田村 高子、近藤 陽一、朝原 章二、宮坂 勝之 

（国立小児病院 麻酔集中治療科） 
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 ＜はじめに＞海外では、手術中、ラテックスによるアナフィラキシーショックの報

告が増加している。我々は、過去13回の全身麻酔、手術を受けたラテックスアレルギ

ーのいわゆるハイリスクグループに属する女児で、14回目の手術中にラテックスによ

るアナフィラキシーショックを起こした1症例を経験したので報告する。 

 ＜症例＞病歴：6歳8ヶ月、体重16kgの症例で、生後５日で空腸無神経症と診断さ

れ、過去に３回の空腸人工肛門造設術及び10回の中心静脈カテーテル留置術を施行さ

れていた。軽度の食物アレルギーは指摘されていたが、明らかなゴム製品に対するア

レルギーは指摘されておらず、ラテックスIgE RAST(radioallergosorbent test)は未

実施であった。 

 麻酔経過：今回は4回目の人工肛門造設と空腸筋層切開、回腸切除、中心静脈カテ

ーテル留置をプロポフォール、パンクロニウム、フェンタニールを用いた完全静脈麻

酔下で実施された。患者は胸壁聴診器等に加え、直接動脈圧、中心静脈圧をモニター

した。麻酔導入後、全身状態は安定していたが、腹腔内操作の開始と同時に心拍170/

分、収縮期血圧40mmHgとショック状態に陥った。外科的手術操作の影響と判断し直ち

にプロポフォールを中止し、細胞外液の短時間の急速大量投与(約 80ml/kg)したにも

かかわらず血圧、中心静脈圧の上昇は得られず、血圧の維持のためドーパミン

20mcg/kg/minの投与を必要とした。その後、手術は予定通り実施したが、術中よりラ

テックスアレルギーを強く疑い、ICU ではラテックスフリーの環境で人工呼吸を継続

した全身管理を行った。ICU 入室直後にプリックテストを実施し、ラテックスに対し

陽性反応を認めた。術後1日目、人工肛門部に虚血壊死が発生し、人工肛門再建術を

施行した。この再手術は同様の完全静脈麻酔、ラテックスフリーの環境で実施し、シ

ョック症状は認められなかった。術後のラテックスIgE RASTは中等度陽性であった。 

 ＜考察＞今回の症例では術中にショック状態に陥った際に、直ちにラテックスアレ

ルギーとは断定できず、対応に苦慮した。本邦での報告例は少ないが、海外では多数

あり、 麻酔・手術は全例ラテックスフリー環境で行うのが理想的である。少なくとも、

この症例のような頻回麻酔の症例などのハイリスクグループに対しては、ラテックス

フリーで全身麻酔、手術を行うべきであり、さもなくば、術前検査をもれなく実施す

べきである。そして、手術中の予期しないショックに対してはラテックスアナフィラ

キシーの可能性は常に考慮しておく必要がある。 

 
【公募シンポジウムⅡ】周術期のラテックスアレルギー患者の管理 

 
２．ラテックスアレルギー患者の帝王切開術の術中管理 
 
               光畑 裕正 

（順天堂大学医学部麻酔科） 
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 近年ラテックスによる即時型アレルギー反応が認識され、ラテックスアレルギー患

者が増大している傾向にある。当院手術部においても、ラテックスアレルギー患者の

手術のためのプロトコールを作成し、手術室の体制作りを行っている。今回、ラテッ

クスアレルギー患者で２度の帝王切開術の麻酔・手術管理を経験したので、この症例

を中心に、ラテックスアレルギー患者の周術期管理の方法および問題点を検討した。 

 患者は30歳女性、既往歴は、アトピー、花粉症以外特別のものは見られなかった。

以前よりラテックス製品の使用により、掻痒、紅斑の出現が見られ、ラテックスアレ

ルギーが疑われており、患者自身もゴムによるアレルギー反応を認識していた。1997

年6月13日に回旋異常のため帝王切開術が行われ、麻酔は脊髄麻酔で維持した。第2

回目の帝王切開術は、1999年 2 月26日に行われ、麻酔は脊髄麻酔、硬膜外麻酔併用

で行った。2回の手術とも、定期定時手術であった。IgE－RASTではclass4を示し、

特異抗ラテックス抗体を確認した。麻酔および手術に使用する機器は、麻酔器の換気

用パック以外はすべて、非ラテックス製品を準備することができた。麻酔は、パック

を使用する必要のある全身麻酔を避け、脊髄麻酔、硬膜外麻酔で行った。定期手術で

あったため、手術を行う予定の手術室は、第1例目の手術症例とし、前日にすべての

ラテックス製品を排除し、その後患者入室までは閉鎖した。患者は入院期間中ラテッ

クス反応を起こすことなく問題なく退院した。 

 ラテックス患者の手術は、可能な限り定時手術とし、十分な準備のもとに行うこと

が肝要であり、また主治医、病棟看護婦、麻酔科医師、手術室看護婦間の意志疎通を

十分図ることが、ラテックスアレルギー反応を避けるためには重要である。すべての

ラテックス製医療器具の代替品があるとも限らないので、麻酔法、手術法の検討時に

は、そのことも加味する必要がある。 

 
【公募シンポジウムⅡ】周術期のラテックスアレルギー患者の管理 

 
３．国立小児病院における術前アレルギーチェックプログラム 
 
               赤澤  晃 

（国立小児病院医療研究センターアレルギー研究室） 
 
 麻酔時に注意を要するアレルギー疾患として気管支喘息、薬物アレルギー、ラテッ

クスアレルギーがあげられるがさらに小児では、入院期間中のアトピー性皮膚炎に対

するスキンケアや入院中の食事に関する食物アレルギーにも注意が必要である。近年

欧米ではラテックスアレルギーによるアナフィラキシーショックが多数報告され、中

でも二分脊椎症患者では手術に際しその麻酔開始時にアナフィラキシーショックのリ

スクが高いことが報告されている。 

 当院アレルギー科では、麻酔科と協力して手術予定の患者家族に調査用紙を記入し
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てもらう方法で10年前より術前アレルギー調査を行い術前に気管支喘息、喘鳴、薬物

アレルギー、食物制限が必要な食物アレルギー児の管理を行ってきた。さらに平成10

年からは、ラテックスアレルギーに関する調査項目を追加し術前管理を行ったので報

告する。 

 調査用紙は、１．出生時の状況、２．呼吸器系（特に喘息）の状況、３．アトピー

性皮膚炎、４．食物アレルギーと制限、５．薬物アレルギー、６．ラテックスアレル

ギー、７．痙攣、８．家族のアレルギー歴の各分野にわたって構成されている。 

 配布は、平成10年2月1日から平成11年5月31日までに麻酔を行った2,643件中、

1,118 件。なんらかのアレルギー疾患があったものは 452 例であった。そのうち喘息

123例、アトピー性皮膚炎276例、ラテックスアレルギー関係74名であった。こうし

た患者は、術前からアレルギー科にて検査・治療を積極的に行い、麻酔までに調整す

るシステムをとっている。 

 
【公募シンポジウムⅡ】周術期のラテックスアレルギー患者の管理 

 
４．天然ゴムを含有する医療用具の添付文書等の記載事項の改訂について 
 
               田村 敦史 

（厚生省医薬安全局安全対策課） 
 
 平成１０年９月以降、米国においては天然ゴムを含有しヒトに接触する医療用具に

ついて、天然ゴムを含有する旨の表示を行うことが義務付けられているが、これらの

動向なども踏まえ、天然ゴムを含有する医療用具について添付文書等の記載事項の改

訂の指示を行った。 

１ 対象医療用具 

  構成される部材も含め、製品本体に天然ゴムを使用している医療用具。 

  ただし、包装材料にのみ天然ゴムを使用しているものにあっては、この限りでな 

  い。 

２ 具体的内容 

 (１)添付する文書又はその容器若しくは被包のいずれかに、以下の記載を行うこと。 

「この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、

むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー

性症状をまれに起こすことがあります。 

（＊）このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談        

してください。」 

ただし、医療機関においてのみ使用される医療用具にあっては、（＊）部分を以

下の記載に替えても差し支えない。 
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＊「このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を

施してください。」 

(２)長期にわたり当該医療用具を使用しなければならない患者は、天然ゴムアレル

ギー発症のハイリスクグループと考えられるため、これらの患者に使用される

可能性がある留置カテーテル等の医療用具については、必要に応じ使用に際し

ての注意を記載すること。 

 (３)「低アレルギー性」及びこれに類似する表現の記載は行わないこと。 

３ 発効期日 

(１)①天然ゴムを使用している旨、及び②天然ゴムによりアレルギー発生のおそれ

がある旨に関する注意喚起が行われていないものについては、平成１１年４月

末日までに医療機関に対し、情報提供を実施するとともに、平成１１年１２月

末日までに、上記２の対策を完了すること。 

(２)前項①及び②の注意喚起が行われているものについては、次回の製造、輸入販

売時等できるだけ早い時期に上記２の対策を完了すること。 

(３)情報提供に際しては、別途作成した文書を挿入する等、各医療用具の販売形態

も考慮の上、情報提供として適切と判断される方法により実施すること。 

 
【公募シンポジウムⅡ】周術期のラテックスアレルギー患者の管理 

 
５．ラテックスアレルギー患者の麻酔管理(latex-safe protocol) 
 
    近藤 陽一、阿部 世紀、田村 高子、朝原 章二、宮坂 勝之 

（国立小児病院麻酔集中治療科科） 
 
 天然ゴム、特に手術用ゴム手袋によるアナフィラキシー反応の報告例が増加し、

FDA（１９９１）や厚生省（１９９２）から、医療関係者に警告が出されているにも
かかわらず、我が国では、ラテックスアレルギーに対する関心は高いとはいえない。

手術室には、手袋以外に、天然ゴムを含有するさまざまな製品があり、繰り返し手術

を受ける患者では、ラテックスに感作される可能性が高く、そうした患者の麻酔管理

では、手術室環境からラテックスを徹底的に除去することが最も重要になる。我々は

以前国内で入手可能なラテックスを含まない手術関係の器材リストを調査し発表した

が、その後ラテックスを含まない製品も増加したので、最近の国立小児病院でのラテ

ックスアレルギー患者の麻酔管理(latex-safe protocol)について述べる。 
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【特別講演】 
 
       LATEX ALLERGY – The European Experience 
 
               Timo Palosuo 

（National Public Health Institute, Helsinki, Finland） 
 

Reports on IgE-mediated Type I natural rubber latex (NRL) allergy appeared 
in the European medical literature in 1979-1980, and, not until ten years later in 
North America. Today, NRL allergy is acknowledged world-wide as a major 
occupational and medical problem. In addition to medical NRL products, people 
can also become sensitized to non-medical NRL products such as dummies, 
balloons, condoms and household gloves. NRL allergens bound to glove powder 
may cause occupational asthma. NRL allergy is also frequently associated with 
hypersensitivity to various fruits and foods. 

The incidence of NRL allergy is still largely unknown. NRL allergy 
prevalence rates have ranged from 3 to 11 %. among European health care 
workers. Children with spina bifida and histories of multiple surgeries have shown 
the highest prevalences (up to 50-60%) of NRL allergy. In the nonatopic adult 
population the occurrence of NRL allergy appears to be less than 1%. Recently, 
1 % of 3269 Finnish children admitted for inhalant or food allergy testing turned 
out to be allergic to NRL in skin prick testing (SPT). 

Diagnosis of NRL allergy comprises careful medical history in combination SPT with 
glove extracts and a standardized NRL extract. For unsettled cases, use (challenge) tests with 
NRL gloves or pulmonal inhalation tests may be needed. Various radio-immunological and 
ELISA methods are available for in vitro measurement of NRL-specific IgE.  

The WHO Allergen Nomenclature Committee currently lists 8 NRL allergens 
characterized at the molecular level (Hev b1–Hev b8). Hev b1, Hev b3, Hev b5, 
and Hev b6.01, Hev b6.02 and Hev b7 have been cloned and produced by 
recombinant DNA techniques. Linear B-cell and T-cell epitope analysis data has 
been reported for Hev b1, Hev b5 and Hev b6. Three-dimensional structure of 
hevein (Hev b6.02), has been solved, rendering possible studies of conformational 
B-cell epitopes.  

There is no specific treatment for NRL allergy except total avoidance of NRL 
containing materials, but various prevention strategies have been designed in 
many countries. Recent research has yielded specific methods for measuring NRL 
allergen levels in manufactured products and this progress has already led the 
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Finnish and some other European health authorities to inform consumers of the 
highly allergenic glove brands in the market. When such methods become 
commercially available they will replace the total protein measurement currently 
recommended by The Food and Drug Administration (FDA) in USA and the 
European Committee for Standardisation (CEN) for glove manufacturers to 
monitor their products.  
 
 
 


