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研究課題名 栄養士の食物アレルギーに関する卒前卒後教育の充実のための基盤的研究

フリガナ イマイ　タカノリ

代表者名 今井　孝成

所属機関 （機関名）

（役職名）

昭和大学医学部小児科学講座

講師

共同研究者

氏　名 （フリガナ） 所属機関 ・ 役職名 役割分担

高橋享子 ( タカハシキョウコ）
武庫川女子大学食物栄養

学科 ・ 教授
調査 ・ 解析

高松伸枝 ( タカマツノブエ )
別府大学食物栄養学部食

物栄養科学研究科 ・ 教授
調査 ・ 解析

本助成金による発

表論文， 学会発表

発表論文 ： 執筆中

学会発表 ：

１． 第 54 回日本小児アレルギー学会学術大会 （宇都宮）

２． 第 39 回日本臨床栄養学会総会 （千葉）

３． 第 64 回日本栄養改善学会学術総会 （徳島）

研究結果要約

　本研究は栄養士の食物アレルギー教育の充実を目的にその実態を調査し、 問題点を明らかにすること

を目指した。 研究は 3 種類 （卒前教育、 卒後教育、 管理栄養士国家試験） の解析を行った。

【卒前教育】 全国 213 施設の栄養士養成施設からの回答を解析した。 食物アレルギーに関する講義は

96%、 実習は 74% の施設で実施していた。 実施時間はそれぞれ中央値で 210 分、 90 分であり、 十分な

時間とはいえなかった。 食物アレルギー教育の必要性は 99% の施設で感じるものの、 現実には 68% が理

想的な状況に無いと – 回答した。

【卒後教育】 全国 1588 人の栄養士にアンケート調査を実施した。 過去 1 年間の勤務地における食物アレ

ルギーに関する研修 ・ セミナーの開催回数は 1 回 （中央値）、 参加は 0 回 （中央値） であった。 食物ア

レルギーに関連した卒後研修の実施に関して 72.9% が不足していると答え、 96.3% が今後食物アレルギー

ついて学ぶ機会があれば参加したいと答えた。 これらは卒後年数が少ないほど、 その必要性を強く感じて

いた。

【国家試験】 第 1 回 （1987 年） から昨年度までに免疫 ・ アレルギーに関連して 82 問が出題され、 試験

1 回あたり 2.6 ± 1.5 題の頻度であった。 主に免疫 ・ アレルギー一般問題と食物アレルギーに関する問題

が全体の 57.3% を占めた。 不適切問題が 7 問あり、 全体の 8.5% に該当した。

　これら研究を通じ、栄養士の食物アレルギー教育の実態が判明した。 卒前卒後教育ともに不十分であり、

今後の改善に向けた施策が必至である。  

栄養士の食物アレルギーに関する卒前卒後教育の充実のための基盤的研究
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このように食物アレルギー臨床の喫緊の課題

として、 食物アレルギーの栄養指導が出来る栄

養士の養成は極めて重要であり、 本研究はそ

の第一歩となり、 非常に意義深い。

研究計画及び研究手法

卒前卒後教育の充実のために、 調査テーマ

を 2 つに大別 （①教育体制および意識の調査、

②教育素材など）、 それぞれにさらに個別調査

を行い、 緻密な実態把握を行うことを計画した。

1. 栄養士養成校における卒前教育の実態調査

1) 栄養士養成校の食物アレルギー教育の調査

調査方法 ： 対象は全国の全ての栄養士養成

校 （大学、 短大、 専門学校） とし、 郵送法で

調査表を発送し、 回答を得た。 調査対象校

289 施設のうち、 213 施設 (75%) から回答が得

られた。

①養成課程 ： 管理栄養士が 107 施設、 栄養士

が 106 施設であった、

②学校種 ： 大学が 119 施設、 短期大学が 70

施設、 専門学校が 24 施設であった。 養成課

程と学校種の組み合わせでは、 管理栄養士養

成大学が 104 施設、 栄養士養成課程大学が

15 施設、栄養士養成課程短期大学が 70 施設、

栄養士養成課程専門学校が 21 施設、 管理栄

養士養成課程専門学校が 3 施設であった。

③地域 ： 東京都の 34 施設、 大阪府 15 施設、

愛知県 13 施設が多く、 少なくとも 1 施設以上

が全都道府県から回答が得られた。

調査内容は、 以下の通りとした。 a) 食物アレ

ルギーに関連する履修座学時間、 b) 食物アレ

ルギーに関連する履修実習時間、 c) 食物アレ

研究目的

■研究目的 ： 栄養士養成課程における食物ア

レルギー関連環境を調査し、 対策の礎とする

栄養士が食物アレルギーの栄養指導を行わ

ない又は行えない理由として、 栄養士の卒前お

よび卒後教育における食物アレルギー教育が

不十分であることが推察される。

このため、 本研究では栄養士や管理栄養士

の養成校等を対象に実態調査を行い、 我が国

における食物アレルギー教育の実態や実際に

栄養指導の実施状況を把握し、 今後の充実し

た栄養指導の達成のための基盤研究とすること

を目的とする。

■取り組む意義 ： 食物アレルギーの栄養指導

が出来る栄養士養成の第一歩

食物アレルギー患児らは疾患があっても、 健

康的であるべきである。 しかし、 患者は一定の

期間除去食を強いられ、 そこには栄養学的な

問題が危惧される。 また患児および保護者は食

物アレルギーであっても、 食を楽しむべきであ

る。 このためには除去食生活を最小限の負担で

過ごすことが出来るべきである。

こうした環境下の患児らを救う方法が栄養指

導であり、 その充実が期待されている。 現に、

食物アレルギーの栄養指導は保険診療の一つ

として認められて久しい。 しかし、 その現実は

患児らにとって満足できる状況には到底ない。

即ち、 栄養士による食物アレルギーの栄養指導

が広く行われている状況にない。 これは一重に、

栄養指導のできる栄養士がいないからに尽き、

その原因は養成課程において十分な教育が行

われていないからであることが推察される。
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この上位 6 道府県で全体の 72.9% を占めた。

④卒後年数 ： 平均 20.2 ± 12.0 （標準偏差）

年 で あ っ た。 卒 後 10 年 毎 に 4 群 (1-10 年、

11-20 年、 21-30 年、 31 年以上 ) に分類して、

卒後年数ごとの解析を行った。 就労年数は

1573 人の解析で平均 17.8 ± 11.1 年であった。

卒後年数と就労年数は強く相関し、 相関係数

は r=0.914 （p=0.000,Pearson の相関係数） で

あった。

【実施できなかった調査】

１． 食物アレルギーの栄養指導に対する患者調

査

対象 ：  昭和大学において食物アレルギー診

療を受けている患者

調査内容 ： a) 食物アレルギーの栄養指導の

ニーズなど意識調査、 b) ストレステスト

▶実施できなかった理由 ： 前記３調査の実施お

よび解析に想定以上の労力がかかり、 本調査

に至ることができなかった。

２． 栄養士養成校で使用されている教科書の調

査

対象 ：  1) 調査の項目 d) で得られた、 使用さ

れている教科書

調査内容 ： a) 食物アレルギー関連の記述量、

b) 食物アレルギー関連の記述内容の整理 ・ 分

類、 c) 食物アレルギー関連の記述内容の正誤

解析

▶実施できなかった理由 ： 栄養士養成校を対象

とした調査で使用されている教科書の調査を実

施したが、 的確な回答が得られず、 調査結果

に基づいた本調査に至ることが出来なかった。

ルギー指導を担当する教諭人数および担当講

座 （大学 ・ 短大）、 d) 指導に使用している教科

書および資料、 e) 養成校における食物アレル

ギー教育に関する意識調査

2) 管理栄養士国家試験の食物アレルギーに関

する出題の調査

調査方法 ： 対象は過去 31 年間の管理栄養

士国家試験問題とした。

調査内容は以下のとおりとした。 a) 食物アレ

ルギーに関連する問題数および内容の整理 ・

分類、 b) 食物アレルギーに関連する問題の内

容精査

2. 我が国の栄養士の職業別卒後教育の実態

調査方法 ： 対象は社団法人全国学校栄養士協

議会所属の学校栄養士、 北海道、 大分県、 埼

玉県等の栄養士会所属の栄養士とし、 アンケー

トを配布、 回収 ・ 解析した。 現在の職域および

卒後年数が明らかな 1626 人を有効回答として

解析とした。

①職種 ： 1588 人から回答が得られ、 栄養士が

256 人、 管理栄養士が 1332 人であった。

②職域 ： 学校職員が最も多く 618 人 （38.0%）、

病院職員が 404 人（24.8%）、行政 146 人（9.0%）、

高齢者施設 144 人 (8.9%)、 他に保育所幼稚園、

その他福祉施設、病院給食管理委託、研究 （教

育機関）、 企業 （研究以外） などから回答が得

られた。

③勤務地 ： 1623 人から回答が得られた。 少な

くとも 1 人以上が全ての都道府県から得られた

が、 勤務地の地域には偏りがあった。 すなわち

北海道が 396 人、埼玉が 220 人、大分が 183 人、

宮城が 166 人、 大阪が 146 人、 兵庫が 72 人、
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− 8 −

いると考えていた。 また全般的に適当であると

考えるのは 314 人 (20.6%) であった。

②食物アレルギーに関する卒後研修 ・ セミナー

等の機会に関して

不足しているが 884 名 (57.5%) で最も多く、

極めて不足しているが 237 人 （15.4%） で、 合

計すると 72.9% が不足していると考えていた。

③在学中の食物アレルギー関連の学習の機会

に関して

ないが 717 人 (45.7%)、 あったが不十分だっ

たが 795 人 (50.6%) で、 合計すると 96.3% に及

んだ。

④今後の食物アレルギーについて学ぶ機会に

関して

機会があれば是非参加したい 611 人、 参加

したい 915 人を合計すると 96.3% に及んだ。

⑤食物アレルギーに関連した学会等による資格

認定に関して

取得したいが 753 人 (47.5%) で最も多く、 是

非取得したい 238 人と合計すると、 62.6% が取

得を希望していた。

２．管理栄養士国家試験問題の食物アレルギ

ーに関する出題の調査

1) 出題数：第 1 回（1987 年）から第 31 回（2017

年） までに 82 問が出題されており、 試験 1 回

あたりの出題数は 2.6 ± 1.5 題 （平均 ± 標準

偏差） であった。 第 20 回以降は 200 問出題さ

れるため、 最近 11 年間における平均出題率は

1.4% (0.5-3.0%) であった。

2) 問題種類別・教科別：問題種別には、 免疫・

アレルギー一般に関する設問が一番多く 27 題、

次が食物アレルギーに関して 20 題であった。

結果と考察

１．我が国の栄養士の職業別卒後教育の実態

1) 平成 27 年度の研修 ・ セミナーに関して

①勤務地における開催および参加状況

学会を除いた勤務地における食物アレルギー

に関わらない何らかの栄養士向けの研修 ・ セミ

ナーの開催および参加状況に関して、 開催は

中央値で年間 6 回 （0-55 回） あり、 参加は年

間 4 回 (0-41 回 ) であった。

②勤務地における食物アレルギー関連の研修 ・

セミナーの開催および参加状況

勤務地における食物アレルギーに関する栄

養士向けの研修 ・ セミナーの開催および参加

状況に関して、 開催は中央値１回 (0-12 回 ) で

あった。 また参加は中央値 0 回 (0-15 回 )、 1

回参加が 396 名 (28.6%) であった。

③勤務地外における食物アレルギー関連の研

修 ・ セミナーの参加状況

勤務地外における食物アレルギーに関する

栄養士向けの研修 ・ セミナーの開催および参

加 状 況 に 関 し て、 参 加 が あ る の が 238 人 

(15.1%)、回数は中央値 1 回 (1-8 回 ) であった。

④学会参加状況

参加があるのが 132 人 (8.4%)、 参加回数は 1

回が 81 名、 2 回以上が 47 人、 無回答 4 名で

あった。

2) 卒前 ・ 卒後の学習機会に関して

①全般的な栄養士の卒後研修 ・ セミナー等の

機会に関して

分野に偏りがあるが、 総じて適当であるが

564 人 (37.1%) で最も多いが、 分野に偏りがあ

るが総じて不足であるが 417 人、 全般的に不足

している 228 人で合計すると 42.4% が不足して

栄養士の食物アレルギーに関する卒前卒後教育の充実のための基盤的研究
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2) 食物アレルギーの講義 ・ 実習等の教育の必

要性

①教育の必要性 ： 198 施設から回答が得られ、

必要性を強く感じる施設が 97 施設 （49％）、 感

じるが 99 施設 （50%）、 あまり感じないが２施設

（1%）、 全く感じない施設はなかった。 　

②食物アレルギー教育の現実 ： 教育が極めて

理想的である施設は２施設 （1%）、 理想的であ

る施設は 60 施設 （31%）、 理想的とはいえない

施設が 131 施設 （67%）、 まったく理想的ではな

い施設が 2 施設 （1%） であった。

４． 考察

卒前卒後いずれの調査からも、 食物アレルギ

ー教育が十分に行われていない現状が明らかと

なった。 また現場の栄養士の教育研修の機会

に関する要望は旺盛であったが、 それに対応し

きれていない状況が浮き彫りとなった。 教育現

場においても教育の必要性は高く認識されてい

るものの、 実際には理想的に食物アレルギー教

育が行えている割合は少なかった。

管理栄養士国家試験調査からは、 国家試験

において食物アレルギーに関する設問は限られ

ており、 かつ不適切問題が 8.5% も認められ、

出題傾向の硬直化が懸念された。

５． その他

本助成研究で、 初期の課題に解決が得られ

た。 今回の結果から、 我が国における栄養士

および管理栄養士の卒前卒後教育における食

物アレルギー教育が不充分であることが明らか

となった。 今後は、 如何にして卒前卒後教育に

おける食物アレルギー教育の充実を図るのかを

教科別には第 20 回以降で食べ物と健康および

臨床栄養学からの出題が多かった。

3) 不適切問題 ： 7 題の不適切問題があり、 出

題数の 8.5% (7/82) が該当した。

３．栄養士養成校の食物アレルギー教育の調

査

1) 食物アレルギーに関する講義 ・ 実習の実施

状況

食物アレルギーに関する講義 ・ 実習を実施し

ている施設が 205 施設 (96%) であった。

①施設当たりの講義時間 ： 対象施設の全てが

講義は実施しており、 講義時間の中央値は 210

分 (20-2990 分 ) で、 対数正規分布していた

②講義科目および講義時間 ： 講義実施施設

の 86% が栄養と健康分野および、 55% の施設

が人体の構造と機能分野で食物アレルギー関

連講義を実施していた。 講義時間が１コマ 90

分とすると、中央値は 1/3 コマから 2 コマであり、

講義科目により異なった。

③施設当たりの実習時間 ： 実習を実施している

のが 158 施設 （全体の 74%） であった。 実習

時間の中央値は 90 分 （0-4050 分） であり、

対数正規分布していた。

④実習科目および実習時間 ： 実習実施施設の

51% が栄養と健康分野で食物アレルギー関連実

習を実施していた。 実習時間が 1 コマ 90 分と

すると、 中央値は 2/3 コマから 3.5 コマであり、

実習科目により異なった。

⑤学校種別の講義 ・ 実習時間の検討 ： 学校種

別に講義及び実習時間に有意な差を認めなか

っ た （ 講 義 ： p = 0.947, 実 習 ： p = 0.401, 

Kruskal-Wallis 検定）。

栄養士の食物アレルギーに関する卒前卒後教育の充実のための基盤的研究
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能力が栄養士に求められている” という根本的

な意識ですら現場との乖離があることが伺われ

る。 これは国家試験解析の結果からもそれは見

て取れる。 こうした意識の変容を教育現場の栄

養士らに求めていくことも必要だろう。
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本助成研究の結果、 我が国における栄養士

および管理栄養士の卒前卒後教育における実

態と課題を浮き彫りにした。 実地の栄養士に食

物アレルギーに関する知識や技術が必須である

ことは明明白白であり、 それを受けて教育現場

でもその必要性が認識されてきている状況にあ

る。 しかしながら、 そこに対して教育システムや

方法論などが伴っていないため、 十分な教育が

行われずに、 現場での混乱が収拾されていな

い。

今後こうした状況を是正するために、 根本的

な対策として栄養士の指導カリキュラムの変更を

国に求めていくこと、 良質な教育システムや方

法論の構築を推進することが必要であると考え

る。 既に全国には先進的な食物アレルギー教

育の取り組みがあるので、 そうした施設をモデ
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れているだけではなく、 “食物アレルギー関連の
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研究結果要約

　小麦は， 鶏卵， 牛乳とともに 「食物の 3 大アレルゲン」 の一つである。 小麦アレルギーは， グルテンの

成分であるω− 5 グリアジンが主要抗原となっている。 我々は ω − 5 グリアジン遺伝子座を欠失した実験

系統を見出し， それに日本のパンコムギ品種ホクシンを 5 回交配して 1BS-18 ホクシン系統を育成した。

本研究では， 1BS-18 系統について， 収穫量や製パン特性を純系品種と比較し， さらに， 免疫学的およ

び臨床研究を行った。 島根県中山間地域研究センターでの露地， 及び瀬田でのハウス内栽培では，

1BS-18 は純系と比較して， 収量はそれぞれ 94％と 67% と低下した。 この主要な原因は， 1BS-18 の葯に

不裂開するものが多く不稔性が高くなったためであった。 播種時期を変えた試験栽培は， 播種時期を早

めることによって 1BS-18 ホクシンの収量を改善できる可能性を示した。 また， 1BS-18 の製パン性は純系

に比べて遜色のないものであった。 1BS-18 のアレルゲン性について， ω-5 グリアジンのエピトープ抗体

を用いたウエスタンブロット法および高速液体クロマトグラフィー法， 及び動物実験を用いて評価した。

1BS-18 ホクシン由来のグルテンは患者血清と全く反応せず， 1BS-18 由来のグルテンを摂取したモルモッ

トは， 市販グルテンを摂取したモルモットと比較して， 有意にアレルギースコアが低く， 1BS-18 のアレルゲ

ン性が低いことが示された。

12
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通りの栽培特性と低アレルゲン性を示せば， 日

本でも増えている小麦アレルギー患者には， 食

生活の質の向上をもたらす福音となるであろう

し， 乳幼児にとっては， コムギアレルギーの予

防になることが期待される。 さらには， 全国的 ・

世界的にアレルゲン欠損パンコムギ品種の普及

が期待される。

研究計画及び研究手法

当初の計画と実施した内容は以下の通りであ

る。

当初計画

（1） ホクシンのアレルゲン欠損系統と純系品種

を，滋賀県瀬田の水田地域 （龍谷大学農学部）

の圃場とビニールハウス内で， 播種時期を変え

て栽培する。 稔性と収穫量の調査をして， アレ

ルゲン欠損系統の最適栽培条件を明らかする。

（2） アレルゲン欠損系統と純系品種を， 島根

県の中山間地域 （島根県中山間地域センター）

の圃場とビニールハウスで栽培する。 稔性と収

穫量の調査をして， アレルゲン欠損系統と純系

系統の収穫量の比較を行う。 ビニールハウス内

での栽培は， 他品種との自然交雑を極力無くす

るためで， アレルゲン欠損系統の実用化に当っ

て， 加工適正やアレルゲン性の試験のため及

び生産のための種子を大量に増殖するためで

ある。

（3） 圃場で栽培するアレルゲン欠損系統と純系

品種の間の自然交雑率を， 染色体調査および

PCR により調査する。 これにより， 実際の栽培

で自然交雑を避けるための， 他品種との安全な

隔離距離を明らかにする。

（4） 収穫したアレルゲン欠損系統をパンやうど

研究目的

小麦アレルギーの治療法は確立されておら

ず， 唯一の予防法は原因となるグルテンを含む

食品を摂取しないことである。 いわゆるグルテン

フリーの食品・メニューが普及しているとはいえ，

小麦粉はほとんどの食品や料理に含まれている

ので， 小麦アレルギー患者は極めて不便な食

生活を余儀なくされている。 小麦アレルギーは，

グルテンの成分であるグリアジンが主要な抗原と

なっており， 各種のグリアジンの中でも， ω− 5

グリアジンが小麦アレルギーの主要抗原であ 

る
1)
。 ω− 5 グリアジンをコードする遺伝子は 1B

染色体の末端に座乗する。 ω− 5 グリアジン遺

伝子座を含む最も小さ欠失を持つ実験系統 

を
2)
， 日本のパンコムギ品種ホクシンに戻し交配

して， ω− 5 グリアジン遺伝子座を欠失したホク

シンのアレルゲン欠損系統 1B-18 を育成した。

本研究では， この 1BS-18 系統を異なる地域

と異なる栽培条件で栽培して， 稔性や収量の調

査を行い， 最適な栽培条件を明らかにすること，

収穫した 1BS-18 系統小麦を製粉してパンやう

どんに加工して， その特性を既存品種の製パン

性 ・ 製麺性と比較して 1BS-18 系統栽培特性を

明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た。 更 に は，

1BS-18 系統小麦の免疫学的および臨床研究を

行うこと， 具体的には， 1BS-18 のアレルゲン性

について， モルモットを用いた動物実験により

評価を行うことを目的とした。

本研究により 1BS-18 系統が， 収量や加工性

の観点から， 実用品種になり得るかどうかの判

定， アレルギー反応を低減するなどの生体内に

おける 1BS-18 のアレルゲン性に関して基礎的

知見の獲得が期待される。 1BS-18 系統が期待

小麦アレルゲンを欠損したパンコムギ系統の実用化に向けた調査
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25 日播種区 ( 以下， ハウス遅い区 ) に播種時

期を分けた。 裁植密度は露地と同様のものに設

定した。 露地栽培と同様の調査をおこなった。

ただし， DON 及び NIV 分析はハウス早い区，

ハウス対照区， ハウス遅い区の 3 区を混合して

分析した。

（3） 1BS-18 と純系の間の自然交雑を， 20 個

体について染色体観察を行った。 PCR での調

査のため， 1BS-18 にだけ欠損している PCR マ

ーカー （プライマー :5’ AAGTGAGCAATAGT 

AAACACAAATCAAAC 3’/5’ CGTTACATTAT

GCTCCATTGACTAACAACGATG 3’） の開

発を行った。 しかし， 計画した 1BS-18 と純系

の間の自然交雑率の PCR による大規模調査は

計画通りには実施できなかった。

（4） 製パン性試験ではハウス内で収穫した

1BS-18 ホクシン ( ハウス早い区，ハウス対照区，

ハウス遅い区を混合 ) を全粒粉にしたものと，

純系ホクシンを全粒粉にしたもの， 市販の強力

粉 ( レッドキューブ ) の 3 つに対し， 比容積

(cm
3
/g) を測定した。 機器は市販の ZOJIRUSHI

　BB-KW10 型を用いた。

（5） 実験系統 1BS-18 のアレルゲン性評価を，

モルモットを実験動物として感作および負荷試

験を行い， 市販グルテンとの比較を行うことによ

り 1BS-18 系統の感作能を評価した。 モルモット

10 匹を 1 グループとして 2 群準備し， 1 群には

16 時間絶食後に 1BS-18 系統由来のグルテン

感作液 （40 mg/mL, 20 mL/kg） を， もう 1 群

には市販グルテン感作液 （40 mg/mL, 20 mL/

kg） を 10 日間連続投与した。 その後， 14 日

目まで， あるいは， グループの半数のモルモッ

トがアレルギー症状を呈する （後述するアレル

んに加工して， 製パン性と製麺性を調査する。

これにより， アレルゲン欠損系統が実用的な品

種となり得るかどうかを確認する。

（5） アレルゲン欠損系統のアレルゲン性を， ω

− 5 グリアジン抗体を用いて免疫学的に調査す

ると共に， 実際の患者を対象とした臨床試験を

行う。

実施内容

（1） 水田転換畑 （無施肥） で 1BS-18 と純系

をそれぞれ 8 反復で栽培した （1 反復 0.25 a，

栽植密度　60 cm x 20 cm 3 粒播種）。 ビニール

ハウス （化成肥料チッソ ・ リン酸 ・ カリ各 6 

kg/10 a） で 1BS-18 と純系をそれぞれ 6 反復

で栽培した （24 個体／ 1 反復 0.5 m
2
）。

（2） 露地栽培 （化成肥料チッソ ・ リン酸 ・ カリ

各 6 kg/10 a） では， 1BS-18 ホクシンを H27

年 11 月 4 日播種区 ( 以下， 露地早い区 )， 11

月 17 日播種区 ( 以下， 露地対照区 )， 11 月

30 日播種区 ( 以下， 露地遅い区 ) に播種時期

を分けた。 また， 対照区と同日に純系ホクシン

( 以下， 純系ホクシン区 ) も播種した。 裁植密

度は 8.3 本 /m
2
 ( 条間 60cm ×株間 20cm) で 3

粒播種とした。 各区ではそれぞれの出穂期，

生育 ( 稈長， 穂長， 穂数 )， 収量， 穂の稔性

を調査した。 また， 収穫後はホクシンを除く各

区のデオキシニバレノール ( 以下， DON) 及び

ニバレノール ( 以下， NIV) の成分分析をおこな

った。

ハウス栽培 （化成肥料チッソ ・ リン酸 ・ カリ各

6 kg/10 a） では， 1BS-18 ホクシンを H27 年

12 月 1 日播種区 ( 以下， ハウス早い区 )， 12

月 15 日播種区 ( 以下， ハウス対照区 )， 12 月

小麦アレルゲンを欠損したパンコムギ系統の実用化に向けた調査
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痒行動） および立毛 1 点， 発赤症状および下

痢 2 点， 努力性呼吸およびチアノーゼ 3 点，

死亡 4 点として合計スコアを用いた （下図 b）

3)。 なお， 本検討では， 実際の患者を対象とし

た臨床試験を行う前に， 動物実験による基礎的

評価を行った。 当初目的としていた実際の患者

を対象とした臨床試験については， 島根大学医

の倫理委員会を通過した段階であり， 今後の課

題として行う予定である。  

 

ギースコアが 1 以上となる） まで感作液の投与

を継続した （下図 a）。

感作に際しては， グルテン感作液投与の 1

時間前に炭酸水素ナトリウム溶液 （7%, 20 mL/

kg） を投与して胃酸を中和した後， グルテンに

よる感作の効率を高めるためにアスピリンの代謝

産物であるサリチル酸溶液 （10 mg/mL, 0.5% メ

チルセルロースに溶解 , 20 mL/kg） を前投与し

た。 なお， アレルギー症状のスコアリングは既

報文献を参考にして，無症状 0 点，鼻こすり （搔

小麦アレルゲンを欠損したパンコムギ系統の実用化に向けた調査

図 . 1BS-18 由来のグルテンおよび市販グルテン感作液を用いた感作および負荷試験． 
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アレルギー症状の出現はなく， 15 日目に小麦

運動負荷を行うも症状出現に至らなかったが，

グルテン感作液の腹腔内投与によりアレルギ

ー症状が出現した （アレルギースコア＝ 0.4,

表参照）。

・  市販グルテン感作群は 13 日目に全例がスコ

ア 1 以上のアレルギー症状を呈し， 14 日目

に行った小麦運動負荷によりアレルギー症状

がみられたが， 運動によるアレルギー症状の

増強は見られなかった （アレルギースコア＝

1.4， 表参照）。 また， グルテン感作液の腹腔

内投与によりアレルギー症状が増強した （ア

レルギースコア＝ 4.4， 表参照）。

・  感作期間中に市販グルテン感作グループで

は 10 匹の実験動物のうち 5 匹が実験開始後

5 日以内に瀕死状態となり， 1BS-18 系統グル

テン感作グループでは 2 匹が 12 日以内に瀕

死状態となったために安楽死処分を行った。

解剖の結果これらモルモットでは消化管の障

害が見られ， サリチル酸の前投与による消化

管障害に加えて， 感作時に投与したグルテン

の量が多量であった事が体調不良の原因と考

えられた。

・  モルモットにおいて， 1BS-18 系統由来グルテ

ン感作群は市販グルテン感作群よりアレルギ

ースコアが有意に低く， 1BS-18 系統の感作

能が低いことが示された。 モルモットの IgE 抗

体に対する特異抗体試薬が存在しないため，

本検討では感作成立の指標となる小麦関連

項目 （小麦， グルテン， ω -5 gliadin） 特異

的 IgE の上昇は確認し得なかった。

・  しかし， 市販グルテンおよび 1BS-18 系統由

来グルテンの腹腔内投与によりアレルギー症

結果と考察

ホクシン 1BS-18 をホクシン純系と比較した

結果（島根・露地と瀬田・ハウス）

・  稈長は統計的に有意な差はなく， 穂長， 穂

数に有意な差があった。 この差は， 1BS-18

染色体の末端欠失の 1 効果もあるが， 実験

系統の遺伝的背景がホクシンに完全に置き換

わっていなことも影響していると思われる。

・  稔 性 は， 島 根 ・ 露 地 で 8.0% 低 下 し （P = 

0.105964） ，瀬田・ハウスで 16.2% 低下した （P 

= 0.000066） 。 ホクシン 1BS-18 を人為交配

するとほぼ 100% の着粒であることから， 稔性

の低下は葯の高頻度の不裂開が原因と考えら

れる。

・  収量は， 島根 ・ 露地で 9 kg/10a 低下し （P 

= 0.63） ， 瀬田 ・ ハウスで 195 kg/10a 低下し

た （P = 0.005871）。 稔性の低下が 収量の低

下に反映したと考えられる。

ホクシン 1BS-18 の収量を播種時期により比

較した結果（島根・露地／ハウス）

・  島根 ・ 露地での 11 月 4 日播種は， 11 月 30

日播種に比べて 89 kg/10a （85%） 多かった （P 

= 0.000015）。 これは， 冬季までの生育期間と

全体の生育期間の長期化が， 穂長， 穂数，

千粒重の増加に寄与したためと考えられる。

・  島根 ・ ハウスでの 12 月 1 日播種は， 12 月

25 日播種にくらべて収量に差はなかった （P 

= 0.465715）。 これは， 12 月 1 日が既に低温

になっており早く播種した効果が無かったため

と考えられる。

実験系統 1BS-18 のアレルゲン性評価

・  1BS-18 由来グルテン感作群は， 14 日目まで

小麦アレルゲンを欠損したパンコムギ系統の実用化に向けた調査
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化コムギの実用品種として有望であるという， 所

期の結果は得られた。

助成期間後に残された課題

1BS-18 ホクシン系統の真の実用化には， 大

規模栽培 （ヘクタール単位） をして工場製粉に

よる上質小麦粉を使った品質試験をする必要が

ある。 また， 1BS-18 のアレルゲン原性の評価

については， 実際の患者を対象とした臨床試験

を行う必要がある。

学会や論文発表等

これまでの途中結果はすでに学会発表してい

る。 時間がかかるかも知れないが， 更なる結果

が得られれば， 学会や論文で発表する。 また，

市民講演会のような場では積極的に発表した

い。

状の出現が確認されたことは， 感作成立の一

つの指標と考えられる。 また， 感作過程にお

いて， 市販グルテン投与群は， 1BS-18 系統

由来のグルテン投与群に比して体調不良個体

が多かったことからも， 1BS-18 系統由来のグ

ルテンはよりアレルゲン性が低いことが示唆さ

れた。

・  動物実験により， in vitro のみならず in vivo

の検討においても， 1BS-18 のアレルゲン性

が低いという基礎的知見が示された。

本助成研究で，所期の結果は得られた

1BS-18 ホクシン系統は， 栽培試験の結果若

干の不稔性による収量低下があるものの栽培方

法により不稔性は改善できそうであること， 動物

を用いた試験ではアレルゲン原性が低下してい

ることが示されたので， 1BS-18 が低アレルゲン

表 . 感作時および負荷試験時のモルモットのアレルギースコア

動物番号
感作時のスコア 負荷試験時のスコア （点数）

（点数および日数） グルテン + トレッドミル 腹腔内投与

市販グルテンを感作したグループ

1 1 (1 on day 13)        1 (1)        4 (1+3)

5 1 (1 on day 13)        1 (1)        4 (1+3)

7 3 (1+2 on day 13)        3 (1+2)        6 (1+2+3)

8 1 (1 on day 13)        1 (1)        4 (1+3)

9 1 (1 on day 13)        1 (1)        4 (1+3)

平均±偏差 1.4 ± 0.9      1.4 ± 0.9      4.4 ± 0.9

1BS-18 由来のグルテンを感作したグループ

3 0 (day 14)        0        0

4 0 (day 14)        0        1 (1)

5 0 (day 14)        0        0

6 0 (day 14)        0        1 (1)

7 0 (day 14)        0        1 (1)

8 0 (day 14)        0        0

9 0 (day 14)        0        0

10 0 (day 14)        0        0

平均±偏差 0 ± 0.0        0 ± 0.0      0.4 ± 0.5

Note) アレルギースコアは， 感作時および負荷試験時ともに 1BS-18 由来のグルテンを感作したグループ

で有意に低い値を示した （P < 0.05）．  

小麦アレルゲンを欠損したパンコムギ系統の実用化に向けた調査
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患者を対象とした臨床試験については， 島根

大学医の倫理委員会を通過した段階であり， 今

後の課題として行う予定である。
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今後の研究活動について

本助成研究の結果，さらに進める必要のある

研究

1BS-18 ホクシン系統が実用品種になり得る結

果が得られたので， いろいろな地域での栽培と

いろいろな用途に対応するため， 栽培方法の

改良と 1BS-18 染色体を異なる品種 （パン用，

春播き等） に導入する研究が必要である。

動物実験により， in vitro のみならず in vivo

の検討においても， 1BS-18 のアレルゲン性が

低いという基礎的知見が示されたので， 実際の

患者を対象とした臨床試験を行う研究が必要で

ある。

今後の研究活動

低アレルゲン化コムギ品種を日本とヨーロッパ

の春播きコムギ品種で育成するために， 1BS-18

染色体導入のための交配と選抜を継続してい

る。

小麦アレルゲンを欠損したパンコムギ系統の実用化に向けた調査
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研究結果要約（中間報告）

　免疫系は生体に有害な異物を排除するための防御システムとして不可欠であるが、 一方で、 有害でな

い物質に対しても異常な反応を示し、 生命に危機を及ぼすことがある。 このような反応が食物に対して起

こるのが食物アレルギーである。 本研究では、 免疫系で重要な転写因子 NFATc2 の機能の観点から、

食物アレルギーが引き起こされるメカニズムを解明し、 完治への道筋を見出すことを目的として、 新規の

NFATc2 機能亢進型変異ノックインマウスの作出を行うことにより、 その機能解析を行うことを目指した。

NFATc2 は、 カルシニューリンおよび CK1 キナーゼ結合サイトに特定の変異を導入することにより機能亢

進型となる。 そこで CRISPR/Cas9 法を用いて、 これら２つの変異を導入したノックインマウスの作製を試み

た。 しかしながら、 様々なトラブルから当初の計画通り作製成功には至っておらず、 現在鋭意進めている

ところである。 一方、 当初研究計画にはなかったが、 既存の食物アレルギーモデルマウスを用いて

NFATc2 の役割の解析を行うことを新たに計画し、 卵白アルブミンを認識する T 細胞受容体トランスジェニ

ックマウスの食物アレルギーモデルを用いての検討を開始した。 将来的には現在作出を進めている

NFATc2 変異マウスとの２重変異マウス樹立により、 新たな疾患モデル動物の作出も目指したいと考えて

いる。

食物アレルギーにおける免疫系転写因子 NFATc2 の役割の解明

19
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ゼ） により調節されている。 その中でカルシニュ

ーリンおよび CK1 キナーゼ結合サイトに特定の

変異を導入することにより機能亢進型 NFATc2

となるが、 これら変異をもつ遺伝子導入型変異

マウスは、 設計上発現量の調節ができず過剰

発現の状態になっており、 詳細な解析には不向

きであった。 そこで、 内在の Nfatc2 遺伝子に

機能亢進型変異を導入した “ノックイン” 変異

マウスを新たに作製することを計画した。

導入する変異は、 （１） NFATc2 の N 末端

TAD 部位に存在する CK1 キナーゼ結合サイト

（FSILF） を低結合型 （ASILA） に変換 （２）

NFATc2 の N 末側調節領域に存在するカルシ

ニューリン結合サイト （SPRIEITPS） を高結合型

（HPVIVITGP） に変換、の２箇所とした （下図）。

新規のゲノム編集技術である CRISPR/Cas9 法

を用いて、 これら２つの変異を導入したノックイ

ンマウスを作製するため、 変異導入のためのデ

ザインを行った。

 

図　NFATc2 の構造と標的改変部位

なお、 これらの変異を導入した場合、 特に２

重変異は過剰な NFATc2 シグナルにより胎生致

死となることも考えられる。 そのため、 それぞれ

の単独変異と２重変異の３つのパターンのノック

インマウス作出を試み、 少なくとも単独変異の２

種のノックインマウス樹立を目指す。 また、 一般

的な免疫研究に必要な C57BL/6 背景と、 アレ

ルギー研究に適している BALB/c 背景の２つの

研究目的

免疫系は生体に有害な異物を排除するため

の防御システムとして不可欠であるが、 一方で、

有害でない物質に対しても異常な反応を示し、

生命に危機を及ぼすことがある。 このような反応

が食物に対して起こるのが食物アレルギーであ

る。

申請者らのグループは、 神経難病の 1 つで

あるハンチントン病について、 モデルマウスを用

いて分子生物学的解析を行い、 病因解明のた

めの研究を進めてきた。 その中で、 Nuclear 

factor of activated T-cell cytoplasmic 2 

(NFATc2) がハンチントン病の抑制に働いてい

ることを見出したが、 このモデルマウスが神経の

異常よりも感染症および栄養失調が原因で死亡

することに興味を持ち、 免疫 ・ アレルギー分野

の研究を開始した。

本研究では、 免疫系で重要な転写因子 

NFATc2 の機能の観点から、 食物アレルギーが

引き起こされるメカニズムを解明し、 完治への道

筋を見出したいと考えている。

研究計画及び研究手法

本研究では、 NFATc2 の食物アレルギーに

おける役割を解明することを目的として、 以下の

研究を計画した。

１、 NFATc2 機能亢進型変異ノックインマウスの

作製

NFATc2 の食物アレルギーにおける役割を解

析するにあたり、 遺伝子改変マウスは強力なツ

ールとなる。 NFATc2 の転写因子としての機能

は、 カルシウムシグナル （カルシニューリン分

子により仲介） や複数のリン酸化酵素 （キナー

食物アレルギーにおける免疫系転写因子 NFATc2 の役割の解明
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今後の研究活動について

　NFATc2 機能亢進型変異マウス作製が当初計

画通りに進まず、 大幅な遅れが生じている。 早

急に樹立を行う。

　また、 新たに取り入れた既存の食物アレルギ

ーモデルである OVA 23-3 TCR Tg マウスと、

今後作製する BALB/c 背景の NFATc2 機能亢

進型変異ノックインとの２重変異マウスを作出す

ることにより、 新たな疾患モデル動物の作出も

目指す。

　これらの研究を進めて食物アレルギーにおけ

る NFATc2 の役割を明らかにすることにより、 新

たな治療法や予防法の開発に貢献したいと考え

ている。
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advanced online publication highlights)

遺伝的背景の異なる系統での樹立を行う。

２、 モデルマウスを用いた食物アレルギーにお

ける NFATc2 の役割の解析

NFATc2 機能亢進型変異ノックインマウスの

作製が当初予定よりも大幅な遅れが生じてしま

ったことから、 当初研究計画にはなかったが、

既存の食物アレルギーモデルマウスを用いて

NFATc2 の役割の解析を行うことを新たに計画

した。 そこで、 東大 ・ 食の安全研究センターの

八村准教授らの協力を得て、 卵白アルブミン

（OVA） を認識する T 細胞受容体 （TCR） トラ

ンスジェニック （OVA 23-3 TCR Tg） マウスに

OVA を給餌することにより発症誘導する食物ア

レルギーモデルで検討を開始した。

結果と考察

　NFATc2 機能亢進型変異ノックインマウスの作

製は共同研究者の角田が担当した。 しかし、 ノ

ックインマウス作製が様々なトラブルから当初の

計画通り実施できておらず、 樹立に至っていな

い。 現在、 研究の遅れを取り戻すべく鋭意進め

ているところである。

　一方、 既存の食物アレルギーモデルとして、

OVA 23-3 TCR Tg マウスの系を導入した。 現

在、 発症時の NFATc2 およびその関連遺伝子

の発現解析、 および免疫組織学的解析を進め

ている。

食物アレルギーにおける免疫系転写因子 NFATc2 の役割の解明
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研究結果要約

　食物アレルギーに対する治療は未だ確立されておらず、 最近試みられている経口免疫療法も効果が不

十分であるだけでなく、 アレルギー副反応が避けられないことより標準的治療とはなっていない。 そこで、

本研究では新規治療として、 経皮免疫療法を開発し、 実用化を目指すこととした。 経口負荷試験閾値が

低く、 寛解傾向がない重症鶏卵アレルギー患者 （4 ～ 15 歳） を対象に卵白主要抗原であるオボムコイド

(OVM) を装填した新規経皮免疫デバイス、 親水性ゲルパッチ （Hydrogel patch:HG） を毎日 12 時間貼

付し、 24 週間継続する経皮免疫療法の有効性と安全性をランダム化二重盲検プラセボ対照試験で検証

するものである。 試験に先立ち、 まず OVM-HG 作製方法の検討、 安定性試験を行い、 製造 ・ 供給体

制を確立した。 続いて、 平成 28 年 7 月 4 日より試験開始、 平成 29 年 4 月 30 日まで （10 ヶ月間） に

37 名の一次登録があり、 うち二重盲検プラセボ対照傾向食物負荷試験で組み入れ基準を満たした 22 名

に OVM-HG またはプラセボ HG を 1：1 で割り付けた。 これまでに 20 名が試験完了して長期試験に移行、

2 名は試験継続中である。 長期試験終了後にキーオープンして、 有効性の判定を行う予定のため有効性

はまだ明らかでないが、 安全性については軽度の局所反応以外は認めなかった。 また、 鶏卵アレルゲン

HG の免疫原性をマウスで検討し、 アレルゲン皮下投与に比べて、 IgE 抗体を産生させにくいこと、 アジュ

バントである K3 （CPG-ODN） との併用で、 さらに Th1 反応を誘導しやすいことを明らかにした。  

重症鶏卵アレルギーに対する経皮免疫療法の有効性と安全性に関する研究
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免疫療法のパイロット研究を行い、 今後の大規

模臨床試験の基礎データを得ることを目的とす

る。 また、 奏効メカニズムについて、 動物モデ

ルを用いて、 免疫学的解析を行う。

研究計画及び研究手法

１） 抗原を効果的に経皮送達できる親水性ゲル

パッチデバイスの確立と臨床研究のためのパッ

チ製造

親水性ゲルパッチのコンセプトは以下の通り

である。 親水性の粘着性基剤からなる基剤部表

面に抗原蛋白質を水溶液として均一に添加する

と溶媒である水は蒸発あるいは内部拡散により

表面からは消失する一方、 親水性基剤表面に

は抗原蛋白質が高度に濃縮される。 基剤は架

橋された親水性ゲルであり高分子物質であるア

レルゲンなどの内部拡散は起こらない構造とす

る。 これを皮膚に貼付すると、 表面の蛋白質は

濃縮されて皮膚に対して大きな濃度勾配を有す

るがゆえに抗原が皮膚内へ拡散し薬効を発揮

する。 親水性ゲルによる皮膚表面湿潤効果 （い

わゆるＯＤＴ効果） もアレルゲンなどの内部拡散

を助長する。 このコンセプトを実現するために、

皮膚安全性試験 （皮膚一次刺激性試験、 皮膚

感作性試験、 細胞毒性試験） により皮膚安全

性が既に確認された親水性アクリル粘着剤

HiPAS10 （コスメディ製薬開発） を用いた。 さら

に、 皮膚に一定の時間安定に貼付するために

は保護粘着テープとして、 可塑剤として乳酸オ

クチルドデシルを含有する架橋型アクリル粘着

剤が支持体上に塗布されたテープを作成した。

臨床研究に供したデバイスにおける保護粘着テ

ープの粘着力は日本薬局方収載の粘着力試験

研究目的

近年、 食物アレルギーは著しく増加、 学校に

おける誤食によるアナフィラキシー死亡事故など

大きな社会的問題にもなっている。 診断および

管理法は進歩して、 食物アレルギー患者のＱＯ

Ｌは改善しつつあるが、 未だ十分ではなく、 とく

に、 根治に至る治療法が存在しないことが問題

である。 通常、 小児の食物アレルギーは多くが

成長と共に寛解するが、 最近は、 寛解困難で

アナフィラキシーのリスクを抱えたまま持続する

例が増えている。 これらの患者に対して、 経口

免疫療法が試みられるようになり、 一定の効果

は認められているものの治療に反応しがたい難

治例が残ると共に、 治療中に少なからぬアレル

ギー症状誘発があるという副反応のリスクから、

一般的治療とはなりがたいのが現状である
1)
。

そこで、 本研究では、 新規治療として、 より安

全で有効性の高い経皮免疫療法の開発をめざ

す。 とくに、 食物アレルギーの中で最も頻度の

高い鶏卵アレルギーを対象とする。

皮膚はランゲルハンス細胞など免疫細胞が豊

富で、 適切に抗原投与を行えば、 効率的に耐

性誘導できる可能性をもつ臓器である。 これま

で、 いくつかのパイロット研究が行われ、 その

臨床的有効性も示唆されているところであるが、

エビデンスは未だ十分ではない。 さらに、 免疫

誘導物質 （本研究では、 卵白抗原） を安定し

て 皮 内 に 到 達 さ せ る Drug Delivery 

System(DDS) も重要である。 大阪大学とコスメ

ディ製薬はいくつかの DDS を開発して、 化粧

品では実用化、 ワクチンでも有効性 ・ 安全性の

実証をしている 2-4)。 本研究では、 このデバイ

スを用いて、 重症鶏卵アレルギーに対する経皮

重症鶏卵アレルギーに対する経皮免疫療法の有効性と安全性に関する研究



− 24 −

（除外基準）

1) 大豆と牛乳アレルギーの両方がある者。

2) 鶏卵の対象食品に対する摂取状況 （食事内

容） が直近の 3 ヵ月間に大きく変化している者。

3) 心疾患、肝疾患、腎疾患などの既往歴があり、

現在治療中の者。

4) 気管支喘息、 アトピー性皮膚炎があり、 現在

コントロール不良の者

（試験方法） 二重盲検プラセボ対照平行群間ラ

ンダム化比較試験

　同意取得後、 鶏卵の 2 重盲検食物負荷試験

（Double-bl ind p lacebo-contro l led food 

challenge:DBPCFC） で低閾値 （最終摂取量が

加熱全卵 2g 以下で誘発症状） であることが確

認された後に、 1. プラセボ群、 2. OM パッチ群

に無作為化割付を行う。 1 日 12 時間を連日貼

付し、 24 週間継続する。 まず、 低濃度 OM パ

ッチ （OM パッチ 0.1mg） にて治療開始後 2 週

間後に外来受診、 貼付による症状が安定して

いれば、 高濃度のパッチ （OM パッチ 1） へ変

更し、 試験を継続する。 最初の貼付の際、 貼

付後 1 時間、 観察し、 全身症状がないことを確

認する。 計 24 週間、 貼付を継続後に、 再度

鶏卵の DBPCFC を行い、 閾値の変化を検討す

る。 また、 経皮感作を防ぐため、 貼付部位の湿

疹はステロイド外用薬と保湿剤により完全にコン

トロールした。

（ランダム化割り付け）

　研究参加者は、 2 次登録後にデータセンター

にて、 以下を治療群と対照群におよそ 1 ： 1 の

比でランダムに割付けた。

（主要評価項目）

法 ( プローブタック法 ) で測定した。

２） 鶏卵アレルゲン装填親水性ゲルパッチの作

成と安定性試験

アレルゲン装填親水性ゲルパッチ （hydrogel 

patch:HG） は、 蒸留水 (distilled water; DW) 

に オ ボ ム コ イ ド (ovomucoid; OVM, Sigma-

Aldrich, St Louis, MO) 或いはオボアルブミン 

(ovalubumin; OVA,J. K. International, Tokyo, 

Japan)  並びに各種アジュバントを無菌条件下で

HG に滴下し、 室温乾燥することで調製した。

OVM 装填 HG (1 mg あるいは 0.1 mg OVM) 

の貼付面をタンパク低吸着性の離型紙で覆い、

遮光 ・ 防湿のためアルミラミネートパックに入れ

て密封した。 4℃で保管し、2 週、1 ヵ月、2 ヵ月、

3 ヵ月後に HG からの OVM 溶出率を測定した。

溶出試験は、 離型紙を剥がした貼付面を下に

して HG を PBS 500 μL/well の入ったタンパク

低吸着性 24 穴プレート (MD24 with LID Low 

cell binding; Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA) に浮かべ、 1 時間、 34℃、 200 rpm で振と

うした後、 溶液中の OVM を Coomassie Protein 

Assay Reagent (Thermo Fisher Scientific) を用

いて定量した。

３） 重症鶏卵アレルギー患者に対する経皮免疫

療法の臨床試験

（試験組み入れ基準）

1) 同意取得時に 4 歳以上 15 歳以下の男女。

2) 鶏卵アレルギーを持つ者。

3) 鶏卵アレルギーの寛解傾向がない者。

4) 経口負荷試験による閾値が加熱全卵 2g 以

下の者。

重症鶏卵アレルギーに対する経皮免疫療法の有効性と安全性に関する研究
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所属リンパ節 ( 上腕リンパ節、 腋下リンパ節、

鼠蹊リンパ節 ) を回収し、 staining buffer (0.5% 

FBS、 0.05% NaN3 を含む PBS) を用いて細胞懸

濁液を作製した。 Rat anti mouse CD16/CD32 

blocks-Fc binding を添加し、 氷上で 30 分間イ

ンキュベーションした後、 APC labelled pro5 

MHC pentamer H-2kb SIINFEKL (Proimmune, 

Ltd., Oxford, UK) 添加し、 室温で 30 分間反応

さ せ た。 FITC Rat anti-mouse CD8 (clone 

KT15, MBL)、 PE-C ｙ 5 Rat anti mouse CD19 

(clone 6D5, Proimmune)、 LIVE/DEAD Fixable 

Aqua Dead cell Stain (Thermo Fisher Scientific) 

を添加し、 氷上で 30 分間インキュベーションし

た。 染色後、 フローサイトメーター (Gallios; 

Beckman Coulter) とデータ解析ソフト (Flowjo; 

TOMY DIGITAL BIOLOGY) を用いて解析を行

った。

結果と考察

１） 抗原を効果的に経皮送達できる親水性ゲル

パッチデバイスの確立と臨床研究のためのパッ

チ製造

　臨床試験および動物実験に使用可能なパッチ

を以下の仕様で作成した。 （Fig.1）

親水性ゲルシート ： 面積 1cm2 の円形

親水性ゲル ： 可塑剤として乳酸オクチルドデシ

ルとグリセリンを含有する架橋型アクリル粘着剤

が支持体上に塗布されたシート　厚さ ： 160 ～

190 μm

支持体 ： ポリエステルフィルム、 厚み 26 μm、

色調白色

保護粘着テープ ： 直径 30mm の円形、 可塑剤

として乳酸オクチルドデシルを含有する架橋型

1）治療開始 24 週後の負荷試験閾値の変化（治

療前閾値からの変化量）

2） 安全性 （局所反応および全身の即時型アレ

ルギー反応、 その他）

（副次評価項目）

1) プリックテストの膨疹径　2) 卵白 / オボムコイ

ド特異的 IgE 抗体、 IgG4 抗体の変化、 好塩基

球活性化試験の変化

４） 鶏卵アレルゲン装填親水性ゲルパッチの免

疫誘導効果とアジュバント探索 （動物モデル）

1） マウスの経皮免疫

ア レ ル ゲ ン 経 皮 免 疫 (epicutaneous 

immunization; EPI) は、 BALB/c マウスの除毛

背部皮膚に、 OVM (1 mg) 装填 HG を 24 時間

貼付した。 対照群には背部に OVM 溶液 (100 

μg/100 μL) を 皮 下 注 射 (subcutaneous 

immunization; SCI) した。 これらの免疫操作は 1

週間隔で 4 回行い、 経時的にマウスの眼窩静

脈叢から採血して血清を得た。 アジュバント探

索 に お い て は、 マ ウ ス 除 毛 背 部 皮 膚 に

OVA(100 μ g) と各種アジュバントの混合溶液を

装填した HG 貼付を 2 週間隔で 3 回行い、 経

時的にこれらのマウスにおける眼窩静脈叢から

血液を採取することで、 血清を得た。 使用した

ア ジ ュ バ ン ト は Pam3CSK4  20 μg/ パ ッ チ、

LTA-SA  100 μg/ パッチ、 Poly I:C  50 μg/ パ

ッチ、 Imiquimod  100 μg/ パッチ、 K3(CpG-

ODN)  20 μg/ パッチである。

2） 免疫学的評価

血清中アレルゲン特異的抗体価 （IgE, IgG）

は enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 

によって測定した。 K3 を併用免疫したマウスの

重症鶏卵アレルギーに対する経皮免疫療法の有効性と安全性に関する研究
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　おそらく HG 表面に HG 構成成分であるグリセ

リンが溶出し、 これが OVM とともに離型紙側へ

と吸着していることが原因と考えられる。 今後、

グリセリンの代替となる湿潤剤を構成基剤とした

HG を使用するなど、 HG の構成成分を最適化

する予定である。

３） 重症鶏卵アレルギー患者に対する経皮免疫

療法の臨床試験

（試験登録患者）

　平成 28 年 7 月 4 日より試験を開始、 平成 29

年 4 月 30 日までの 10 ヶ月間に、 組み入れ基

準 1),2),3) を満たした患者 37 名 ( 男児 26 名、

女児 11 名、 平均年齢　6.8 歳 ) が一次登録さ

れた。 そのうち、 DBPCFC にて組み入れ基準

3) を満たした患者は 22 名 ( 男児 16 名、 女児

6 名、 平均年齢　6.4 歳 ) で、 試験治療または

プラセボがランダムに割り付けられた。 組み入

れされなかった患者は 15 名 ( 男児 10 名、 女

児 5 名、 平 均 年 齢　7.6 歳 ) で、 内 訳 は

DBPCFC 陰性 11 名、DBPCFC 完遂できず 1 名、

試験継続希望せず 3 名であった。

（試験経過）

　割り付けられた 22 名は順調に試験を継続し

て、 平成 29 年 9 月 30 日時点で 24 週間の治

療を終了し、 2 回目の DBPCFC を完了した者

は 20 名で、 平成 29 年度の研究計画による長

期試験参加に同意され、 長期試験 （実薬貼付

または経口摂取） に移行した。 残り 2 名は試験

継続中である。

　長期試験を行うため、 キーオープンは行って

いないので、 主要評価項目、 副次評価項目の

データは未だ得られていないが、 24 週を終了し

アクリル粘着剤を支持体上に塗布、 厚さ ： 50

～ 60 μm

プローブタック値 ： 2.3 N　

 

Fig.1 Hydrogel (HG) patch

２） 鶏卵アレルゲン装填親水性ゲルパッチの作

成と安定性試験

　アレルゲン装填 HG の製剤安定性 ・ 長期保

存性を保証するため、 アレルゲン装填 HG を冷

蔵保管し定期的にアレルゲン溶出量を測定し

た。 OVM (1 mg 及び 0.1 mg) 装填 HG におい

ては、 保管一か月まで安定的に保存できること

が示されたが、 保管一か月以降 OVM (1 mg) 

装填 HG において、 OVM 溶出率が徐々に低

下するとともに、 離型紙側への OVM 吸着が認

められた。 つまり OVM 装填 HG においては一

か月以上の長期保管が難しいことが明らかとな

った (Fig. 2)。
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とから、 OVM 特異的 IgE 抗体産生が誘導され

にくい可能性が示唆された (Fig. 3C)。 したがっ

て、 HG 製剤は装填アレルゲン特異的な免疫応

答を誘導するとともに、 SCI と比較して EPI は特

異的 IgE 抗体産生の急激な誘導が起こりにくい

ことが明らかとなった。

 

 

2) アジュバントの探索

　HG において適用可能なアジュバントをマウス

2 系統にてスクリーニングした。 OVA とアジュバ

ントを装填した HG を用いて経皮免疫をしたとこ

ろ、 OVA 特異的 IgG 抗体産生はすべてのアジ

ュバント併用群において OVA 単独群よりも高い

抗体価を示した (Fig. 4A)。

　IgG サブクラス解析において、 OVA 単独群は

IgG1 抗体のみが検出されるのに対し、 K3 にお

いては両系統とも IgG ２ｃあるいは IgG ２a の高

い抗体価を示したことから Th1 型免疫応答を誘

導していると考えられる (Fig. 4B)。 他のアジュ

た 20 名のうち、 5 名は負荷試験における閾値

が加熱全卵2gを超えて経口摂取に移行した（経

口摂取群）。 15 名は全員が実薬で、 低濃度

OM パッチ（OM パッチ 0.1mg）を 2 週間貼付後、

高濃度のパッチ （OM パッチ 1） を継続した （ラ

ンダム化比較試験でプラセボパッチであった例

は 24 週貼付群、 OM パッチであった例は 48 週

貼付群となり、 これら 2 群を比較する）。 平成

28 年 9 月 30 日までに 5 名が 48 週の貼付を終

了し、 うち 3 名が加熱全卵 2g の閾値を超えた。

（安全性）

　貼付局所の発赤が認められた例があったが、

局所以外の反応や重篤な有害事象は認められ

なかった。

　長期試験は平成 30 年 3 月末日で全例で完了

予定であり、 その後、 キーオープンと解析を行

い、 次年度にプラセボ対照試験ならびに長期

試験の結果を報告予定とする。

４） アレルゲン装填 HG の貼付に伴う免疫誘導

効果

1) 抗体産生

　OVM 装填 HG は、 patch 法により EPI するだ

けで SCI 群と同様に免疫回数に依存した血清

中 OVM 特異的 IgG が観察された (Fig. 3A)。

また SCI 群において、 免疫三回後に OVM 特

異的 IgE 抗体価が急激に上昇した一方、 EPI

群においては特異的 IgG 抗体価の上昇に伴い

緩やかな特異的 IgE 抗体価の上昇が観察され

た (Fig. 3B)。 そこで、 OVM 特異的 IgE と IgG

抗体価を比率で表したところ、 SCI 群は一過性

に IgE 抗体の比率が上昇しているのに対し、

EPI 群においては常に一定の比を示しているこ
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− 28 −

　以上の結果より、 K3 および Poly I:C が HG に

適用可能なアジュバントとして有望であり、 免疫

増強効果や Th1 偏向性のみならず、 OVA 特

異的な IgE 依存性アレルギー反応は誘発され

にくいと考えられるこから、 HG を用いたアレル

ゲン免疫療法において、 適当なアジュバントに

バント併用群である Poly I:C や Imiquimod にお

いても IgG ２a の抗体産生が認められたが優位

な差は認められなかった。 さらに IgG 抗体価と

同様に IgE 抗体価の測定を行ったところ、Poly I：

C および K3 において OVA 特異的 IgE 抗体産

生は OVA 単独群と変わらなかった (Fig. 4C)。
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さらに K3 の活性機序を精査するため、 OVA

および K3 装填 HG を用いて WT (C57BL/6) あ

るいは TLR9KO マウスの背部皮膚に経皮免疫

した。 WT においては K3 を併用することで、

OVA 単独群よりも優れた免疫応答が誘導された

一方、 TLR9KO では K3 併用の有無で OVA

特異的抗体価に変化は認められなかった (Fig. 

5B)。

以上の結果より、 K3 は TLR9 を介したアジュ

バント活性を行っていることが明らかとなった。

また IgG サブクラス解析により K3 併用群が Th1

型優位の免疫応答であることから、 OVA 特異

的 CD8 陽性 T 細胞をフローサイトメーターにて

解析し、 細胞性免疫の誘導有無を評価した

(Fig. 5C)。 しかしながら K3 併用群において、

OVA 特異的 CD8 陽性 T 細胞は検出できなか

ったことから、 他の機序も検討する予定である。

今後の研究活動について

本研究では重症鶏卵アレルギー患者への経

皮免疫療法を確立するために、 １） 経皮免疫

デバイスの作製　２） 探索的ランダム化比較臨

床試験　３） 新デバイスによる経皮免疫の動物

モデルでの評価を行い、 鶏卵主要抗原オボム

コイドを装着した親水性ゲルパッチを実用化し、

臨床試験を開始、 またマウスでの免疫原性を詳

細に明らかにした。 現在、 臨床試験は継続中

であり、 さらに長期試験も実施中である。

引き続く研究の予定は以下の通りである。

１） 親水性ゲルパッチの大量生産体制の確立

現在は手作業での作製であるが、 今後のさら

なる実用化のため、 製造の自動化を行う。 （平

なる可能性が見いだされた。

3) K3 アジュバントの免疫活性

K3 における HG 上での存在状態を凍結切片

にて確認した。 蛍光顕微鏡で観察したところ、

K3 は、 抗原同様に HG 表面に高度に濃縮され

た状態を保っていることが明らかとなった (Fig. 

5A)。
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物アレルギー診療ガイドライン )

2)  Matsuo K, Ishii Y, Quan YS, Kamiyama F, 

Asada H, Mukai Y, Okada N, Nakagawa S. 

Compositional optimization and safety 

assessment o f a hydroge l patch as a 

transcutaneous immunization device. Biol 

Pharm Bull 2011; 34: 1835-1840. （ハイドロ

ゲルパッチの基礎的検討）

3)  Matsuo K, Ishii Y, Quan YS, Kamiyama F, 

M u k a i  Y ,  O k a d a  N ,  N a k a g a w a  S . 

Characterization of transcutaneous protein 

delivery by a hydrogel patch in animal, 

human, and tissue-engineered skin models. 

Biol Pharm Bull 2011; 34: 586-589. （ハイドロ

ゲルパッチの基礎的検討）

4)  Matsuo K, Ishii Y, Kawai Y, Saiba Y, Quan 

YS, Kamiyama F, Hirobe S, Okada N, 

Nakagawa S. Analysis of transcutaneous 

antigenic protein delivery by a hydrogel 

patch formulation. J Pharm Sci 2013; 102: 

1936-1947. （ハイドロゲルパッチの基礎的検

討） 

成 29 年 7 月に製造体制を完成した。）

２） 長期臨床試験の完遂

平成 29 年 4 月末日にランダム化比較臨床試

験組み入れを終了して、 長期の治療の有効性

を評価するため、 実薬を用いたオープンラベル

の長期試験を行っているところである。

３） 食物アレルギーモデル動物の治療実験

食物アレルギーの動物モデルを作製して、 経

皮免疫療法の有効性と免疫学的奏効メカニズム

を探索する。

４） 医師主導治験の準備

実用化を目指して、 医師主導治験体制整備

を行う。 上記 3) を含み、 治療薬の GLP 基準非

臨床試験を行い、 PMDA の対面相談までの準

備を行う。
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研究結果要約

　食物アレルギーは、 食物抗原を摂食後、 即時型アレルギー反応を起こすケースが多く、 時に生命の危

険を来すアナフィラキシーがおこる。 食物アレルギーにはアレルゲンの除去および減感作以外には確立さ

れた治療法はなく、 本研究ではヒスタミン遊離因子 (HRF) の機能を抑制する治療法の開発を目指す。

HRF は、N 末端の 19 アミノ酸と H3 ドメインの 2 箇所で約 30% の IgE 抗体 （IgG 抗体とも） と直接結合でき、

２量体として存在する HRF が IgE と結合した複数の IgE 受容体 FcεRI を会合させて、 マスト細胞を活性

化できる
１）
。 この機序により、 標準的なマウスの食物アレルギーモデル

２）
では、 HRF がアレルギー症状の

誘発期 （感作期ではなく） に炎症増悪を起こすことが明らかになった。 この現象は腸管由来マスト細胞の

抗原による試験管内活性化と HRF 阻害剤による抑制でも明らかになった。 さらに、 経口投与した HRF 阻

害剤は特異的に小腸のマスト細胞に結合すること食物アレルギーを抑制すると判明した。 急速経口免疫

療法を施行後１年後に鶏卵アレルギーを克服できた患児では、 血中 HRF 反応性 IgE が低下することも明

らかにした。 同様の結果は２種のマウス免疫寛容モデルでも得られた。 以上の結果に基づいて、 ヒト患者

に使用できる HRF 阻害剤候補 3 種のペプチドから最良の予防 ･ 治療効果を示すものを検討中である。  

ヒスタミン遊離因子の阻害による食物アレルギー治療薬の開発
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研究目的

食物アレルギーは、 近年患者数が増え、 社

会問題になっている。 食物抗原を摂食後、 即

時型アレルギー反応を起こすケースが多く、 時

に生命の危険を来すアナフィラキシーがおこる。

経口免疫療法による免疫寛容の成功例が報告

されつつあるが、 食物アレルギーには確立され

た治療法はなく、 新規の治療法の開発は喫緊

の研究課題である。 IgE 依存性の食物アレルギ

ーには、 動物モデルの研究により、 IgE とその

受容体 Fc ε RI を介したマスト細胞の活性化が

重要であることが知られている。 ヒスタミン遊離

因子 （HRF） は、 N 末端の 19 アミノ酸と H3 ド

メインの 2 箇所で約 30% の IgE 抗体 （IgG 抗体

とも） と直接結合でき、 ２量体として存在する

HRF が IgE と結合した複数の Fc ε RI を会合さ

せて、 マスト細胞を活性化できることが、 これま

でに本申請者らによって明らかになった１）。 標

準的なマウスの食物アレルギーモデルを用い

て、 HRF は、 アレルギー症状の誘発期 （感作

期ではなく） に炎症増悪作用があることが明ら

かにした。 さらに、 経口投与した HRF 阻害剤

は特異的に小腸のマスト細胞に結合すること、

HRF は腸管で細胞外マトリクスと同じような分布

を示すことを明らかにした。 また、 急速経口免

疫療法を施行後１年後に鶏卵アレルギーを克服

できなかった患児では、 血中 HRF 反応性 IgE

が増加すること （HRF 濃度や HRF 反応性 IgG

は変わらない） も明らかにした。 以上の結果に

基づいて、 本研究では、 (I) HRF-IgE 間の結合

を抑える HRF 阻害剤を、 ヒト患者に使用するこ

とを最終目標として開発する。 候補として、 阻

害効果の強い 3 種のペプチド由来阻害剤のうち

どれが最大の予防 ･ 治療効果を示すかをマウス

モデルで検討する。 (II) 腸管での HRF の定常

状態における機能を解析する。 (III) マウスの食

物アレルギー誘発モデルと免疫寛容モデルを

用いて、 HRF と HRF 反応性抗体の変化を解析

する。 HRF 阻害剤は FcεRI と複数の IgG 受容

体 （FcγRs） による活性化を抑えることから、

FcεRI による活性化だけを抑える Omalizumab 

（抗 IgE 抗体で食物アレルギーに効果あり） より

高い治療効果が期待でき、 かつ安価に製造で

きる。 ペプチド由来の HRF 阻害剤は、 アレル

ゲンを含む可能性のある食品を摂取する前に服

用することで、 食物アレルギーを未然に防ぐ、 あ

るいは症状を軽減することが出来ると思われる。

また、 少なくとも、 免疫療法施行時の抗原投与

によるアナフィラキシーを防ぐことが期待できる。

また、 HRF 反応性 IgE 抗体価が免疫療法の治

療効果の客観的指標となる可能性がある。

研究計画及び研究手法

I.　食物アレルギー治療に最適な HRF 阻害剤

の選択

計画 ： 抗原 ovalbumin （OVA） で腹腔内 （ip）

免疫したマウスに、 同じ抗原を複数回経口投与

して下痢を発症させる。 HRF 阻害剤 （GST-N19

または HRF-2CA） を抗原投与の直前に投与す

ると下痢の発症が抑えられることは、 10 回以上

の実験で確かめられている。 下痢発症後に

HRF 阻害剤を投与した場合も、 下痢の発症頻

度と重症度を 70% 以上低下させられる。 ヒト患

者に使用できる HRF 阻害剤として、 阻害効果

の強さから HRF の N 末端部分に由来する N19, 

N25, N32 が考えられる。 これらのペプチドをそ
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incubate してから SDS-PAGE で解析し、 HRF

が抗体をタンパク質分解酵素から守る機能があ

るか調べる。 ④腸管内細菌と HRF を incubate

してから細菌の成長を調べる。

実施内容 ： 共焦点蛍光顕微鏡により、 凍結し

た場合と通常のホルマリン固定を用いた場合で

HRF の染まり方が大きく違うことが判明した。 凍

結切片の場合の方が、 抗 HRF 抗体の特異性

が高く、 この方法により、 HRF は小腸上皮及び

lamina propria に分布していることが明らかにな

った。 また、 細胞外マトリクスには、 ① HRF 反

応性抗体を保持する機能はなく、 ② HRF が

HRF 反応性 IgE を細胞表面にもつマスト細胞や

好塩基球を遊走させる機能はなく、 ③ HRF が

抗体をタンパク質分解酵素から守る機能はなく、

④ HRF には細菌の成長に影響を与えないこと

がわかった。

III. 経口免疫寛容モデルにおける HRF 反応性

抗体の変化の解析

計画 ： Yamashita らの経口免疫寛容モデルを用

いる （Allergy, 2012）。 ip 免疫前に OVA を 3

日連続飲ませることで、 上記の食物アレルギー

とほぼ同じ OVA 感作と OVA 摂食による下痢の

発症が抑えられる。 経口免疫寛容モデルにお

ける HRF 反応性 IgE の変化が、 鶏卵アレルギ

ー患児に対する急速免疫療法の効果と相似で

あるならば、 HRF 反応性 IgE が低下するはず

である。 ip 免疫前に OVA を 3 日連続飲ませた

場合と、 この免疫寛容の操作をしない場合の２

つのグループに OVA 感作と OVA 摂食をさせ、

それによって下痢の発症程度や、 他の炎症症

状の変化、 とくに、 血中 HRF 反応性 IgE 抗体

のまま、 または化学修飾 （N 末端のアセチル化

や PEG 化、 C 末端のアミド化） して安定性と可

溶性を高めて検討する。 下痢症状を呈したマウ

スに２回の抗原投与前に HRF 阻害剤を種々の

経路で投与し、 下記①～⑥を指標として阻害剤

の治療効果とその機序を検討する。 ①下痢の

重症度 ・ 直腸温。 ②最終抗原暴露後に腸管組

織を染色。 炎症度は、 H&E 染色で、 マスト細

胞数は、 chloroacetate esterase 染色で測定。

③血中 HRF 濃度 （western blot） および HRF

反応性抗体価（ELISA）を測定。 ④抗原暴露後、

リンパ節を回収し、 抗原で再刺激後、 各種のサ

イトカイン産生を ELISA 法で測定。 ⑤ RNA-Seq

法で腸管の網羅的な遺伝子発現解析。

実施内容 ： GST-N19, GST-N25, GST-N32 の

経口投与のよる下痢発症の阻害効果に差がな

いことから、 現在 N19 ペプチドをそのまま、 また

は化学修飾してから、 その効果を GST-N19 や

HRF-2CA と比較している。 最終的な結果は、

今年度の前半に出る予定である。

II.　腸管での定常状態における HRF の機能解析

計画 ： 共焦点蛍光顕微鏡により、 HRF は小腸

でコラーゲンなどの細胞外マトリクスと同じような

分布を示すことが明らかになった。 可能性があ

る HRF の機能を以下のように調べる。 ①小腸

の組織を抗 IgG、 抗 IgE、 抗 IgA 抗体で染めて

共焦点蛍光顕微鏡で観察し、 HRF 反応性抗体

を保持する役割があるかを調べる。 ② HRF が

HRF 反応性 IgE を細胞表面にもつマスト細胞や

好塩基球を遊走させるかを Transwell を用いて

調べる。 ③ IgG, IgE, IgA を小腸内のタンパク質

分解酵素と HRF 存在下ないし非存在下で

ヒスタミン遊離因子の阻害による食物アレルギー治療薬の開発
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題がなく進捗していると言える。 さらに、 現在こ

れまでの重症度の評価法以上のきめ細かな評

価法を導入しつつある。 この点は、 所期の結果

以上と言える。

課題 II.　腸管での定常状態における HRF の機

能解析。

　凍結切片の場合の方が、 抗 HRF 抗体の特異

性がいいことが抗体を HRF タンパクで吸収する

実験で判明した。 それによると、 HRF は小腸上

皮及び lamina propria に分布していることが明ら

かになった。 したがって、 ホルマリン固定を用

いた場合では、 非特異的な染色によって間違

った結果を導くことを避けられたことは、 幸運だ

ったと言わなければならない。 現在、 この結果

を基にして、 各種の細胞の HRF 産性能を検討

している。

課題 III. 経口免疫寛容モデルにおける HRF 反

応性抗体の変化の解析。

　２種の経口免疫寛容モデルにおいて、 HRF

反応性 IgE 抗体価が低下した。 これは、 急速

免疫療法を成功裏に実施した鶏卵アレルギー

患児と同様の結果であり、 HRF 反応性 IgE 抗

体価が免疫療法の成否の客観的な指標となるこ

とを示している。

残された課題 ： 課題 I の早期の終了と各種の

細胞の HRF 産性能を検討することが現在の喫

緊の問題である。

学会や論文発表等 ： 主論文は、 ２月以内に投

稿予定である。

Kawakami, T. and Blank, U. From IgE to 

価を測定する。

実施内容 ： Yamashita らの経口免疫寛容モデ

ル３） と免疫療法を受けている患者の状態に近

いモデルを用いて、 免疫寛容をマウスに誘導し

た。 これらの操作によって、 両方のモデルにお

いて HRF 反応性 IgE 抗体価が低下することが

明らかとなった。 したがって、 この結果は、 急

速免疫療法を成功裏に実施した鶏卵アレルギ

ー患児と同様の結果である。

予定外の成果 ： ①食物アレルギーを起こしたマ

ウスから小腸粘膜の細胞群を取り出して、 試験

管内で抗原刺激をすると、 そこに含まれるマスト

細胞が活性化されることを示すことができた。 こ

れは、 マウス小腸粘膜で起こっていることを再現

できたと解釈される。 さらに、 この試験管内のマ

スト細胞活性化は HRF 阻害剤で抑制される。 こ

の現象も、 HRF 阻害剤をマウスに経口投与して

起こる現象を反映しているものと思われる。 ②上

述の免疫療法を受けている患者の状態に近い

モデルとは、 最初にマウスに食物アレルギーを

起こし、 その後、 OVA を 3 日連続飲ませて免

疫寛容を導入したものである。 その際に HRF

反応性 IgE 抗体価が低下することから、 鶏卵ア

レルギー患者に急速免疫療法を成功させた場

合に相似している。

結果と考察

課題　I.　食物アレルギー治療に最適な HRF 阻

害剤の選択。

　GST-N19, GST-N25, GST-N32 の解析と論文

作成のための実験に予想よりすこし時間がかか

った。 しかし、 ほぼ半年遅れながら、 大きな問

ヒスタミン遊離因子の阻害による食物アレルギー治療薬の開発
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今後の研究活動について

　HRF が食物アレルギーの増悪に寄与している

ことは、 疑う余地がないほどデータが蓄積してき

た。 また、 HRF 阻害剤がヒトに応用できる可能

性はまだ直接の証拠がないものの大分高まった

と思われる。 今後、 現在の候補から最適な

HRF 阻害剤を決定して、 なるべく早く臨床試験

に進むことを第一に考えている。 しかし、 さらに

薬物製剤法の改良 （たとえばコートする） や抗

体の開発などの第二世代の HRF 阻害剤の開発

にも注力したい。
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Kimura M, Kitaura J, Matho MH, Zajonc DM, 

Ozeki T, Ra C, Macdonald SM, Siraganian 

RP, Broide DH, Kawakami Y, Kawakami T. 

H i s t a m i n e - r e l e a s i n g  f a c t o r  h a s  a 

proinflammatory role in mouse models of 

asthma and allergy. J. Clin. Invest. 2012 

Jan;122(1):218-228.

2)  Brandt EB, Strait RT, Hershko D, Wang Q, 

Muntel EE, Scribner TA, Zimmermann N, 

Finkelman FD, Rothenberg ME. Mast cells 

are required for experimental oral allergen-

induced diarrhea. J. Clin. Invest. 2003 

Dec;112(1):1666-1677.

3)  Yamashita H, Takahashi K, Tanaka H, Nagai 

H, Inagaki N. Overcoming food allergy 

through acquired tolerance conferred by 

transfer of Tregs in a murine model. Allergy 

2012 Feb; 67(2):201-209.

 

omalizumab. J. Immunol. 197:4187-4192, 

2016.

以下の学会で発表済みないし発表予定である。

01  The 31
st
 Symposium of the Col legium 

Internationale Allergologicum, April 3-8, 

2016, Charleston, South Carolina, USA.

02  NIAID Workshop entitled “IgE Regulation in 

Allergic Diseases” , April 19-20, 2016, 

Rockville, MD, USA.

03  The 65th Annual Meeting of Japanese 

Society of Allergology, Special Lecture, June 

17-19, 2016, Tokyo, Japan.

04  FOCiS (Federation of Clinical Immunology 

Societies) 2016, June 22-25, 2016, Boston, 

MA, USA.

05  FASEB Conference entit led “IgE and 

A l l e r g y ,  5 0  Y e a r s  &  O n w a r d ” , 

Co-Organizer and Speaker, July 24-29, 

2016, West Palm Beach, FL, USA.

06  2016 Sylvia & Thomas Bodamer Symposia in 

Allergy & Immunology, August 30, 2016, San 

Diego, CA, USA.

07  The 45th Annual Meeting of the Japanese 

Society for Immunology, December 5-7, 

2016, Okinawa, Japan.

08  Biomarker Summit 2017, March 20-22, 

2017, San Diego, CA, USA.

09  The 8th EMBRN International Mast Cell and 

Basophil Meeting, May 25-27, 2017, Prague, 

Czech Republic.

10  Johns Hopkins University Symposium, 

November 17, 2017, Baltimore, MD, USA 
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研究結果要約

　小さな子供に多い食物アレルギーは、 食品中に含まれる抗原を取り込むことで起こるアレルギー反応で

あり、 下痢や嘔吐、 皮膚炎などの症状が出る他、 ショックを起こして死に至るケースもある。 食物アレルギ

ーを予防 ・ 治療するには、 できる限り早期に診断し、 抗原の除去や減感作療養を進める必要がある。 し

かし、 現在簡単かつ安全な診断方法が無いため、 その対策はなかなか進んでいない。 我々は小さな子

供でも、 安全に採取できる尿の中に、 食物アレルギーの症状を反映できるマーカー分子があることを発見

した。 この分子は、 症状の悪化につながる肥満細胞という免疫細胞が産生する物質の代謝産物であり、

他の疾患では検出されず、 食物アレルギー特異的に、 尿中での濃度が上昇することが分かった。 本発見

を、 より安全かつ簡単、 迅速に食物アレルギーを診断できる技術の確立につなげるべく、 今後も開発を進

めていきたい。
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学会発表

・  Epithelial cell-derived PGD2 inhibits airway inflammation. Maehara et al. 第 89 回日本薬理学会年回 . 

2016 年 3 月 9 日

・  Mast cell-derived PGD2 attenuates anaphylaxis via DP receptor. Fujiwara et al. 第 16 回東京大学生命

科学シンポジウム . 2016 年 4 月 23 日

・  食物アレルギーにおける新規バイオマーカーの発見 . 中村達朗他 . 第 65 回日本アレルギー学会学術

大会　2016 年 6 月 18 日

・  食物経口負荷試験の重症度判定における尿中プロスタグランジン D2 代謝産物測定の有用性 . 稲垣真

一郎他 . 第 65 回日本アレルギー学会学術大会　2016 年 6 月 18 日

・  気管支上皮細胞由来の PGD2 はアレルギー性肺炎を抑制する . 前原都有子他 . 第 65 回日本アレルギ

ー学会学術大会　2016 年 6 月 18 日

・  肥満細胞由来の PGD2 は DP 受容体に作用してアナフィラキシーを抑制する . 藤原祐樹他 . 第 134 回

日本薬理学会関東部会 . 2016 年 7 月 9 日

・  Bronchoepithelial cell-derived prostaglandin D2 inhibits allergic lung inflammation. Maehara et al. 16th 

INTERNATIONAL CONGRESS OF IMMUNOLOGY. Aug 22
nd
 2016.

・  肥満細胞由来の PGD2 は DP 受容体を介してアナフィラキシーを抑制する . 藤原祐樹他 . 第 159 回日

本獣医学会学術集会 . 2016 年 9 月 6 日

・  Urinary Prostaglandin D2 Metabolite is a Novel Biomarker of Food Allergy. Nakamura et al. March 5th 

2017. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology.

・  Urinary tetranor PGDM, a metabolite from prostaglandin D2, is a new marker to detect the severity of 

immediate allergic reactions evoked by the oral food challenge in children with food allergy. Inagaki et al. 

March 5th 2017. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology.

論文発表

・  Mast cell-derived PGD2 attenuates anaphylactic reactions in mice. Nakamura et al. The Journal of 

Allergy and Clinical Immunology. 140(2):630-632.e9.2017.

・ The role of mast cell in inflammation.Yamazaki et al. Nihon Yakurigaku Zasshi. 149(5):204-207.2017.

・  Prostaglandin D2 Attenuates Bleomycin-Induced Lung Inflammation and Pulmonary Fibrosis. Kida et al. 

PLoS One. 11(12):e0167729.2016. 

食物アレルギー診断マーカーの探索と応用
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口抗原負荷試験） しか方法がなく、 非常に手

間がかかる。 さらに現在行われている負荷試験

の評価も、 医師の主観 （観察） によるところが

多く、 客観的な数値指標がない。

食物アレルギーの制御や治療法の開発には、

簡便で制度の高い病態マーカーの探索が必須

である。 これらの背景を基に、 本研究では、 乳

幼児でも採取が簡単な “尿中に排泄される食

物アレルギーマーカーの探索と応用” を目的に

研究を行った。

研究計画及び研究手法

添付②に概要図を示す。

研究目的

食物アレルギーは食品中に含まれる抗原を取

り込むことで起こるアレルギー反応であり、 下痢

や嘔吐、 皮膚炎などの症状が出る他、 ショック

を起こして死に至るケースもある。 その患者数は

年々増加傾向にあり、 特に乳幼児に重症例が

多く罹患率も高い。

食物アレルギーの予防や治療には、 抗原の

特定と摂食回避、 減感作療法しか方法はない。

減感作療法を成功させるには、 できる限り早期

に急性蕁麻疹などの類似疾患との鑑別診断を

つけ治療を開始する必要がある。 しかし、 その

確定診断は医師による厳重な病態管理の下、

抗原を食べさせて症状の有無を観察する （経

食物アレルギー診断マーカーの探索と応用

添付②
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した。

結果と考察

①卵白アルブミン （OVA） の腹腔内感作と経

口投与により、 マウスに下痢や粘膜紅潮、 立

毛、 不動などの食物アレルギー症状が観察さ

れた。 その症状は抗原の投与回数に比例し

て悪化した。

②上記マウスの尿を採取し、 排泄された脂質濃

度を、 質量分析装置を用いて網羅的に測定

した。 その結果、 抗原の投与回数の増加、

つまり病状の悪化に伴って尿への排泄量が

増加する数種類の脂質を発見した。

③上記脂質の中で、 症状の悪化に伴い最も顕

著 に 増 加 し た PGD2 代 謝 産 物 tetranor-

PGDM に注目して以降の解析を行った。 そ

の結果、 PGD2 の合成酵素が食物アレルギ

ーを起こしたマウスの結腸の肥満細胞に強く

発現していることや、 尿中 tetranor-PGDM の

濃度は、 抗原 （OVA） の投与回数や消化管

の肥満細胞数、 症状の程度に比例して上昇

していることを明らかにした （添付③）。

添付③

①尿中脂質の抽出方法の確立と網羅的解析

マウスとヒトの尿を対象に、 質量分析装置

（LC-MS/MS） を用いて、 尿中脂質の高感

度かつ網羅的な測定を可能とする抽出条件

の決定を行った。 その後、 卵白アルブミンと

牛乳カゼインの投与により作成した食物アレ

ルギーモデルマウスの消化管組織や尿、 ヒト

の食物アレルギー患者の尿を用いて、 脂質

200 種類を対象とした網羅的な測定と解析を

行った。

②候補物質に対する評価と解析

予備知見において、 ⅰ） PGD2 と LTE4 とい

う脂質の代謝産物が食物アレルギー特異的

に、 その症状の悪化に伴って増える消化管

の肥満細胞数に比例して増加すること、 ⅱ）

同じ脂質の PGE2 の代謝産物は、 食物アレ

ルギー以外の他疾患で多く排泄されることが

分かっていた。 これらの病態や症状特異性の

評価、 治療に対する反応性についてモデル

マウスを用いて評価し、 その産生や代謝を明

らかにした。

③ヒトにおける病態マーカーの有用性評価 ： 上

で得られる尿中マーカーを実際のヒト患者へ

応用する。 国立成育医療研究センター ・ 大

矢幸弘医長の共同研究協力の下、 食物アレ

ルギー患者を対象とした臨床試験を開始して

データを収集 ・ 解析し、 症状とマーカー濃度

に相関が確認されるか評価した。 尿中マーカ

ーが高値の患者や、 高値であるに関わらず

症状が観察されない患者を対象に後追い調

査を行い、 本技術が患者の予後予測や潜在

的な患者の発見に用いることができるか検討

食物アレルギー診断マーカーの探索と応用
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いることができるか、 検討を現在進めている。 ま

た、 すでに見出している他の候補物質の有用

性についても詳細な評価と解析を進めていき、

より安全、 より的確に食物アレルギーの症状評

価ができる検査技術の確立に繋げたい。

今後の研究活動について

①今後ヒトへの臨床応用をめざして、 本方法の

有用性をさらに評価するとともに、 複数の評

価項目によるより確実な食物アレルギーの診

断法を確立していく。

②本研究で得られた知見をもとに、 将来的には

特異的な抗体を用いた診断キットの開発にも

繋げる。 これにより、 労力と時間、 費用、 安

全性すべての面で優れた診断法を確立し、

最寄りの病院でも食物アレルギーの確定診断

を行えるようにしたい。

③診断方法の確立は、 病態の機構解明と治療

方法の開発に直結する。 つまり本提案の成

功は、 新しい予防 ・ 管理 ・ 治療方法の開発

にもつながり、患者数の増加に歯止めをかけ、

減少させることにつながると期待される。

参考文献

該当なし

④菌体外成分の投与による急性肺障害やデキ

ストラン硫酸ナトリウム投与による腸炎、 OVA

の気管内投与による喘息のモデルマウスの尿

中には、 tetranor-PGDM の排泄が観察され

な か っ た。 つ ま り、 尿 中 に 排 泄 さ れ る

tetranor-PGDM は食物アレルギーに特異的

な病態マーカーとなりうる可能性が示された。

⑤マウスで得られた結果を基に、 ヒト患者にお

いて尿中 tetranor-PGDM の食物アレルギー

マーカーとしての有用性評価を行った。 その

結果、 尿中に排泄される tetranor-PGDM の

濃度は、 患者の病態スコアに比例して上昇

することが分かった。

⑥ ヒト患者で得られた結果を基に、 受信者動作

特性曲線を策定し、 診断基準値を計算する

ことができた。

　以上の結果のように、 本研究ではマウスモデ

ルとヒト患者における食物アレルギー病態マー

カーを発見することができた。 このマーカーは、

小さな子供から採血する必要が無く採取が簡単

であり、 食物アレルギーに特異的で、 症状の程

度を反映できる非常に優れた病態マーカーであ

る可能性が示された。

　現在 tetranor-PGDM の濃度測定が、 食物ア

レルギーの予後評価や治療反応性の予測に用

食物アレルギー診断マーカーの探索と応用
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研究課題名 鶏卵粉末を用いた標準化された食物経口負荷試験の確立に関する多施設研究

フリガナ ヤナギダ　ノリユキ

代表者名 柳田　紀之

所属機関 （機関名）

（役職名）

独立行政法人国立病院機構相模原病院　小児科

医長

共同研究者

氏　名 （フリガナ） 所属機関 ・ 役職名 役割分担

次ページ参照

本助成金による発

表論文， 学会発表

加熱全卵 1/8 個摂取可能な児が 1/2 個へ増量できる条件の検討 ( 牧田 英士ほか )

2016 年日本小児アレルギー学会

牛乳 25 ml 相当の加熱牛乳粉末負荷試験の検討 ( 堀口 悠人ほか )

2016 年日本小児アレルギー学会

全卵粉末入りジュースを用いた食物経口負荷試験の検討 ( 原著論文 )

柳田 紀之ほかアレルギー (0021-4884) 65 巻 3 号 Page193-199 (2016)

Yanagida N,et.al.Safety and feasibility of heated egg yolk challenge for children with 

egg allergies. Pediatr Allergy Immunol 2017. 

研究結果要約

あらかじめ調理された粉末状の負荷試験食を用いて多施設で鶏卵の食物経口負荷試験を段階的に行

なった。

2016 年 10 月～ 2017 年 3 月に全施設で 217 例のエントリーがあった。 年齢の中央値 1.9 歳、 卵白特

異的 IgE の中央値は 10.0kU
A
/L であった。 臨床データが欠損した 46 例、 検査データが欠損した 5 例を

除外し、 最終的に 166 例を検討対象とした。

鶏卵 1/32 に相当する負荷試験の陽性率は 12.9%、 1/8 に相当する負荷試験の陽性率は 6.3%、 1/2 に

相当する負荷試験の陽性率は 9.8% で全体の陽性率は 9.6% であった。

陽性者 16 例の症状の内訳は皮膚症状 10 例、 呼吸器症状 8 例、 消化器症状 7 例であった。 症状は

軽症 3 名、 中等症 13 名で重症の症状は認めず、 安全に負荷試験を行なうことができた。

15 例に治療が行なわれ、 治療の内訳は抗ヒスタミン薬 13 例、 β2 吸入 8 例、 ステロイド投与 5 例で速

やかに全例回復した。 アドレナリンの投与はなかった。

比較的低年齢の鶏卵アレルギー児を対象に少ない抗原量から段階的に負荷試験を行なっていくことに

より、 低い陽性率で、 重篤な症状なく、 安全に解除を進めて行くことが出来ることが明らかになった。   
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防御 ・ 感染症病態代謝研究部門

特任教授

食物抗原測定

小池 由美 長野こども病院 症例登録　( 専門病院 )

総合小児科 医長

三浦 太郎 東京医科大学 症例登録　( 専門病院 )

小児科　助教

藤田 英寿 愛和病院 症例登録　( 一般病院 )

小児科医長

大谷 清孝 相模原協同病院 症例登録　( 一般病院 )

小児科副部長

武石 大輔 城北病院 症例登録　( 一般病院 )

小児科部長

江村 重仁 長岡中央綜合病院 症例登録　( 一般病院 )

小児科医長

渋川 靖子 竹田綜合病院 症例登録　( 一般病院 )

小児科医員

伊東 建 厚木市立病院 症例登録　( 一般病院 )

小児科上席医長

緒方 美佳 熊本医療センター 症例登録　( 一般病院 )

小児科医員

小川 絢子 東邦大学大橋病院 症例登録　( 一般病院 )

小児科医員

鈴木 誠 長後中央医院　 症例登録　( 開業医 )

院長

村野 明子 村野小児科アレルギー科 症例登録　( 開業医 )

副院長

小俣 貴嗣 こまたアレルギー科小児科クリニック　院長 症例登録　( 開業医 )

井口 正道 井口小児科クリニック 症例登録　( 開業医 )

院長

石田 和子 石田小児科医院 症例登録　( 開業医 )

副院長

鶏卵粉末を用いた標準化された食物経口負荷試験の確立に関する多施設研究

42



− 43 −

(1) 負荷試験食

　調理済みの粉末状の負荷試験食を各施設に

郵送する。

　日本ハム社製鶏卵負荷試験用粉末 (1 包鶏卵

1/8 個相当、 無償提供 ) を水に溶解し 1)、 ジュ

ースとして使用する。 事前に抗原量を測定し、

施設間の差が無いように調整する。

(2) 負荷試験方法

( 対象 ) 微量での即時歴の既往がない初回の入

院または外来鶏卵負荷試験を行なう患者

( 目標症例数 ) 200 例　( 主要評価項目 ) 負荷

試験陽性率および誘発症状

( 負荷試験方法 ) アナフィラキシーガイドラインの

重症度を用い、 評価項目、 治療方法など統一し

た方法で行なう。 初回負荷試験は鶏卵 1/32 個

相当を単回投与とする。 陰性であれば後日 1/8

個相当、 1/2 個相当と順番に負荷試験を行なう。

　結果を統計学的に解析する。

(3) 栄養指導方法　

　右記 ( 鶏卵 1/8 個相当の栄養指導の例 ) のと

おり、 標準化された方法で栄養指導を行ない、

統一された調査用紙を用い、 自宅で摂取した

結果を記録する。

計画通りに実施できた内容

　(1)-(3) まで多くの施設で計画通りに行なうこと

ができた。

計画通りに実施できなかった内容

　各施設の倫理委員会の承認に時間がかかり、

6 月開始の予定が 10 月にずれ込んだ。 倫理委

員会の許可が得られず、 2 施設が研究開始で

きなかった。

研究目的

目的 (1) 定型負荷試験食の確立　負荷試験食

を簡便に準備することを可能とし、 調理条件に

よるばらつきをなくす。

目的 (2) 安全な負荷試験方法の確立　必要以

上の摂取を行なうことなく、 十分な時間観察でき

るより安全な負荷試験方法の確立を目指す。

目的 (3) 負荷試験方法および栄養指導の標準

化　専門施設以外でも十分な患者指導ができる

標準化された方法を確立する。

意義 (1) 定型負荷試験食の確立　あらかじめ調

理された粉末状の負荷試験食を用いることによ

り、 負荷試験食を簡便に準備することが可能と

なり、 従来負荷試験食の準備が難しかった医療

機関でも容易に施行できるようになる。

意義 (2) 安全な負荷試験方法の確立　微量の

単回投与から負荷試験を開始し、 後日、 総負

荷量が多い負荷試験を行なう方法により、 過量

な負荷量になるのを防ぎ、 従来の陽性率より低

い陽性率で負荷試験を行なうことが可能になる。

誘発症状も十分に観察できるため、 症状が軽

症化することが予想される。 安全かつ簡便な負

荷試験方法を確立し、 様々な医療機関で負荷

試験を実施しやすくなる。

意義 (3) 負荷試験方法および栄養指導の標準

化　評価項目、 治療方法を標準化することによ

り、 負荷試験以外でも誤食等の対応等に応用

できる。 負荷試験後の栄養指導を標準化するこ

とにより、 専門施設以外でも十分な患者指導が

でき、 医療水準の向上に寄与することができる。

研究計画及び研究手法

鶏卵粉末を用いた標準化された食物経口負荷試験の確立に関する多施設研究
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負荷試験結果

　　　　　　　　　　　　　鶏卵               合計

　　　　　　　　　　 1/32  1/8  1/2       

N 数　　　 度数 62     63  41     166

　　陽性 度数 8      4  4      16

　　陽性率　　　 12.9% 6.3% 9.8% 9.6%

全体の陽性率は 9.6% であった。

陽性者 16 例の症状の内訳は皮膚症状 10 例、

呼吸器症状 8 例、 消化器症状 7 例であった。

症状は軽症 3 名、 中等症 13 名で重症の症状

は認めず、 安全に負荷試験を行なうことができ

た。

15 例に治療が行なわれ、 治療の内訳は抗ヒス

タミン薬 13 例、 β 2 吸入 8 例、 ステロイド投与

5 例で速やかに全例回復した。 アドレナリンの

投与はなかった。

考察

比較的低年齢の対象に少ない抗原量から負荷

試験を行なっていくことにより、 低い陽性率で、

重篤な症状なく、 解除を進めて行くことが出来る

ことが明らかになった。

本スタディーにおいて、 最終的に鶏卵アレルギ

ーと診断される確率を下記に示す。

計画以外で行なった内容

　当院の過去のデータを用いて、 本研究と類似

する鶏卵の負荷試験 ( 卵黄、 全卵 ) を抽出し、

後方視的な検討を行なった 2)。

平成 28 年 4 月～ 9 月

負荷試験食準備

鶏卵の粉末の抗原量を測定して、 各施設での

ずれがないように確認し調整する。

各施設に負荷試験食を発送する。

各施設における倫理申請

各施設食物負荷試験実施体制整備 ( 申請者が

各施設を訪問し、実施体制を確認 )

平成 28 年 10 月～平成 29 年 3 月

各施設毎の症状誘発時の対応方法の確立

症例登録

研究結果解析 ・ 統計解析

学会発表 ・ 論文化準備

平成 28 年 4 月～

誘発症状の重症度評価の検討

牛乳における検討 ( 相模原病院 ) などを予定

結果と考察

対象

2016 年 10 月～ 2017 年 3 月に全施設で 217

例のエントリーがあった。 ( 年齢中央値 1.9 歳、

卵白特異的 IgE 中央値 10.0 kUA/L)

臨床情報が欠損している 46 例、 検査値が足り

ない 5 例を除外し、 最終的に 166 例を検討対

象とした。

鶏卵粉末を用いた標準化された食物経口負荷試験の確立に関する多施設研究
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今後の研究活動について

鶏卵で多施設で負荷試験食を活用することがで

き、 粉末のあらかじめ調理された負荷食品が非

常に有用であることが分かった。 研究費の継続

はできなかったが、他の競争的研究費を用いて、

研究を継続し、 誘発症状の重症度の前向きの

検討や牛乳粉末を用いた負荷試験の多施設で

の検討を行なう予定である。

参考文献

1)  柳田 紀之 , 佐藤 さくら , 海老澤 元宏 . 全卵

粉末入りジュースを用いた食物経口負荷試験

の検討 . アレルギー . 2016;65:193-199.

2)  Yanagida N., Sato S., Asaumi T., Ogura K., 

Borres M. P., Ebisawa M. Safety and 

feasibility of heated egg yolk challenge for 

children with egg allergies. Pediatr Allergy 

Immunol. 2017. 

・ 本助成研究で， 所期の結果は得られたどうか

予想された結果を得ることができた。

特に負荷試験を行なうのが困難な開業医にお

いて負荷試験を容易に安全に行なうことが出来

たのは大きな収穫である。

・ 助成期間後に残された課題

鶏卵だけでなく牛乳において同じ取り組みが必

要である。

・ 学会や論文発表等の予定

2017 年 6 月　アレルギー学会で発表予定 ( 千

代反田雅子 )

鶏卵、 牛乳、 小麦、 ピーナッツの 4 抗原で論

文化中 ( 柳田紀之 )

鶏卵粉末を用いた標準化された食物経口負荷試験の確立に関する多施設研究





平成 28 年度研究助成事業

個人研究助成

〈研究結果要約〉

所属、 役職は平成 29 年 4 月 30 日時点

47



研究課題名 膜小胞 「エキソソーム」 を介した経口免疫寛容誘導機構の解析

フリガナ アオキ　アヤコ

代表者名 青木　綾子

所属機関 （機関名）

（役職名）

東京大学大学院農学生命科学研究科　応用生命化学専攻　食糧化学研究室

特任助教

本助成金による発

表論文， 学会発表
特になし （一年間の計画延長課題）

研究結果要約（中間報告）

　経口免疫寛容は、 経口的に摂取した抗原に対し全身の免疫応答が抑制される機構のことであり、 その

破綻は食物アレルギー発症に関与すると考えられている。 このため、 経口免疫寛容誘導を強化できれば

食物アレルギーを予防 ・ 治療できる可能性がある。 エキソソームは、 血液 ・ 尿 ・ 母乳などの体液中を循

環する 50 〜 90 nm の膜小胞のことで、 体内の離れた細胞や組織に情報を伝達し、 生体機能を調節する

役割を担っている。 腸管上皮細胞から分泌されるエキソソームには、 MHC class II 分子が発現しており、

T 細胞への抗原提示に関わっていることが明らかになっているなど、 エキソソームは経口免疫寛容誘導に

寄与していると考えられている。 そこで本研究では、 経口免疫寛容におけるエキソソームの役割を解明す

ることを目的とし、 卵白アルブミンを投与したマウス血清由来エキソソーム （OVA エキソソーム） が免疫応

答に及ぼす影響を解析した。 その結果、 OVA エキソソームは完全フロイントアジュバントをアジュバントと

する免疫応答に対しては、 Th2 応答を活性化し、 DTH 反応を抑制する一方、 抗体応答を高めることを明

らかにした。 一方、 アラムをアジュバントとする免疫応答に対しては、 抗体応答を抑制し、 Th2 応答を抑

制する方向に働く可能性が示唆された。 以上より、 OVA エキソソームは用いるアジュバントによって異なる

免疫調節作用を発揮することが明らかになった。
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研究課題名 ウコン由来成分クルクミンによる食物アレルギー改善効果

フリガナ アシノ　シゲル

代表者名 芦野　滋　　　　　　　　　　　　　

所属機関 （機関名）

（役職名）

東京女子医科大学

助教

本助成金による発

表論文， 学会発表
なし

研究結果要約

食物アレルギーは、 年齢 ・ 性別を問わず世界中で認められ、 重篤な症例ではアナフィラキシーショック

を引き起こして死に至る非常に危険性の高い疾患である。 現時点での食物アレルギー対策としては、 アレ

ルゲン摂取を回避する予防的措置、 あるいはアレルゲン経口免疫療法という一部の患者で有効な治療法

が試みられているが、 安定した食物アレルギー制御法は未だ十分に開発されていない。 そこで、 本研究

では、 食物アレルギー制御法を開発するため、 免疫反応を調節し得るウコン由来成分クルクミンを用いて

改善効果が得られるかどうかモデルマウスを用いて検討した。

その結果、 クルクミンは、 免疫細胞の一種であるヘルパー T (Th) 細胞のサブセットの一つである Th2

細胞が引き起こす食物アレルギーの一症状である下痢の発症率を減少させることが明らかとなった。 また、

血清中の総 IgE レベルおよびアレルゲン特異的 IgE レベルもクルクミン投与により低下していることが確認

された。 さらに、 クルクミン投与で、 腸管組織の所属リンパ節および脾臓の Th2 反応を減弱させていたこ

とが明らかとなった。

以上より、 本研究では、 食物由来成分であるクルクミンが、 Th2 免疫反応の抑制機序を介して食物アレ

ルギーを軽減させている可能性が推察された。 現在、 より詳細なクルクミンの作用メカニズムを明らかにす

べく更なる解析を進めている。
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研究課題名 免疫調節活性を有する腸内微生物由来コンドロイチン硫酸代謝物の探索

フリガナ ヒガシ　キョウヘイ

代表者名 東　恭平　　　　　　　　　　

所属機関 （機関名）

（役職名）

千葉大学大学院薬学研究院

助教

本助成金による発

表論文， 学会発表
無し

研究結果要約（特許申請のため限定開示）

　コンドロイチン硫酸 (CS) はグルクロン酸 (GlcA) と N- アセチルガラクトサミン (GalNAc) との二糖繰り返し

構造からなる直鎖状酸性多糖類である。 CS は膝関節炎の疼痛寛解作用が一般的に知られ、 医薬品 ・

機能性食品として流通している。 実際、 オボアルブミン免疫マウスに CS を長期投与させると抗アレルギー

効果が報告されているが、 分子レベルでの作用メカニズムはほとんど明らかとなっていない。 我々は免疫

調節活性を有する腸内微生物由来 CS 代謝産物を糞便中から同定すべく、検討を行ってきた。 その結果、

1) CS 投与の有無に関わらず PBS を用いて調製した糞便上清は脾細胞の Th1 サイトカイン産生に対して

抑制的に働くこと、 2) Th2 サイトカインの産生には影響を及ぼさないこと、 3) 0.1% 抗生物質 A を 1 週間自

由接種させて得た糞便上清は免疫調節活性が減弱すること、 4) CS 投与の有無で腸内細菌叢、 ムチン量

および IgA 量にはほとんど影響を及ぼさないことを明らかにした。 また糞便上清は、 LPS と同様にマクロフ

ァージの TNF- αや IL-6 の産生量を増加させたことから、 細胞毒性はほとんど認められなかった。 以上

の結果より、 糞便には抗生物質 A 感受性腸内細菌が産生する免疫調節物質が存在し、 CS は腸管にお

ける免疫調節物質の吸収効率を促進している可能性が考えられた。
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研究課題名
ヒト化マウスを用いた食物アレルギーモデルマウスの開発とアナフィラキシー制御の

研究

フリガナ イトウ　リョウジ

代表者名 伊藤　亮治　　　　　

所属機関 （機関名）

（役職名）

（機関名） 公益財団法人実験動物中央研究所　免疫研究室

（役職名） 研究員

本助成金による発

表論文， 学会発表
なし

研究結果要約（特許申請のため限定開示）

本研究は、 ヒト免疫系を再構築したヒト化マウスを用いて、 全身性アナフィラキシーを伴うヒト食物アレル

ギーモデルを作製し、 治療薬開発に向けた薬効評価系の確立を目的としている。 平成 28 年度は、 アナ

フィラキシー症状を引き起こすヒト化マウスモデルの開発に注力した。 ヒト造血幹細胞移植によりヒト化した

NOG マウスあるいは NOG IL-3/GM-CSF Tg マウスへ、 ヒト抗 NP-IgE 抗体と NP-BSA を静脈内投与し、

全身性アナフィラキシーが誘導されるか検討した。 その結果、 NOG IL-3/GM-CSF Tg マウスにおいて、

直腸温の低下およびヒトマスト細胞の脱顆粒が認められ、 アナフィラキシー様症状が観察された。 次にヒト

で見られる食物アレルギー症状が再現されるか、 本 Tg マウスを用いて検討した。 エピトープが異なる 6 種

類の beta-lactoglobline (BLG) 特異的ヒト IgE 抗体を X 社から供与頂き、 各クローン単体または 6 クローン

を混合した IgE 抗体を静脈内投与し、 その後 BLG 精製タンパクを経口投与した。 6 クローンのうちの 3 ク

ローンで BLG 投与後に体温低下およびマスト細胞脱顆粒が認められ、 特に 1 クローンで非常に顕著にア

ナフィラキシー症状を誘導した。 以上の結果から、 NOG IL-3/GM-CSF Tg マウスはヒトマスト細胞を介し

た生体内食物アレルギーモデルとして有用であり、 創薬の前臨床試験系への応用が期待できる。
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研究課題名
腸内共生菌及びその代謝産物によるマスト細胞の機能制御機構の解明

—マスト細胞活性化依存的食物アレルギーの根治法の開発をめざして—

フリガナ サクラ カズミ

代表者名 笠倉　和巳　　　　　　　

所属機関 （機関名）

（役職名）

東京理科大学

日本学術振興会特別研究員 （PD）

本助成金による発

表論文， 学会発表

1) 食品免疫学会　第 12 回 学術大会 （JAFI2016）、 短鎖脂肪酸によるマスト細胞の

機能制御、 2016 年 11 月、 東京

2) 日本農芸化学会　2017 年度大会、 マスト細胞活性化反応に対する短鎖脂肪酸

の抑制効果、 2017 年 3 月、 京都

研究結果要約

　食物アレルギーなど I 型アレルギー炎症誘導の責任細胞であるマスト細胞に焦点を当て、 腸内共生菌が

食物繊維などを代謝して産生する短鎖脂肪酸による機能制御機構の解明を目指した。 6 種類 （酢酸、 酪

酸、 イソ酪酸、 プロピオン酸、 吉草酸、 イソ吉草酸） の短鎖脂肪酸について、 マウス骨髄由来培養マス

ト細胞 （BMMC） の脱顆粒応答に及ぼす効果を解析したところ、 脱顆粒抑制効果を示す短鎖脂肪酸を見

出した。 その中で、 特に強い脱顆粒抑制作用が認められた酪酸と吉草酸に着目し、 その作用メカニズム

の解析を行った。 酪酸と吉草酸は、 IL-13 産生も抑制することも判明した。 短鎖脂肪酸のトランスポーター

や受容体の阻害剤を用いた解析から、 酪酸、 吉草酸ともに G タンパク質共役型受容体 （GPR）、 特に吉

草酸は GPR109a を介してマスト細胞の活性化を抑制することが示された。 最後に、 受動全身性アナフィラ

キシーにより吉草酸がマスト細胞に及ぼす効果を in vivo で評価したところ、 吉草酸投与群ではアナフィラ

キシーによる体温低下が緩和された。 以上のことから、 短鎖脂肪酸は、 マスト細胞に直接作用しアレルギ

ー炎症を抑制することが示された。
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研究課題名 IgA 産生促進作用を有するリン酸化蕎麦アレルゲンの創製とその応用

フリガナ カタヤマ　シゲル

代表者名 片山　茂

所属機関 （機関名）

（役職名）

信州大学農学部

准教授

本助成金による発

表論文， 学会発表

1. 山口大樹、 片山茂、 三谷塁一、 中村宗一郎、 酵母発現系を用いたソバ主要ア

レルゲンの調製とリン酸化によるアレルギー改善、 日本農芸化学会第 177 回中部支

部例会、 平成 28 年 9 月 24 日

2. 鈴木湧太、 片山茂、 山口大樹、 三谷塁一、 中村宗一郎、 リン酸化 Fag e 1 及

び Fag e 2 摂取によるソバアレルギー改善効果、 第 77 回日本栄養・食糧学会大会、

沖縄那覇市、 平成 29 年 5 月 20 日

研究結果要約

アレルギー疾患の根本的な治療をめざして 「食べて治す」 という免疫寛容を利用した経口減感作療法

の研究が行われている。 しかし、 アナフィラキシーショックなど重篤な副作用の危険もあるため、 より安全

性が高い手法の確立が求められている。 そこで本研究では、 リン酸化によりアレルゲンのエピトープ部位

を修飾した、 アレルゲン性低減化抗原を作製し、 感作マウスを用いて免疫寛容誘導効果を検証した。 そ

の結果、 ドライヒーティング法を用いたリン酸化法により、 ソバ主要アレルゲンである Fag e 1 および Fag e 

2 のアレルゲン性が顕著に低下することを明らかにした。 続いて、 リン酸化 Fag e 1 （P-Fage 1）、 リン酸

化 Fag e 2 （P-Fag e 2） 経口摂取によるアレルギー改善効果について検討した。 P-Fag e 1、 P-Fag e 2

を 6 週間、 Fag e 1、 Fag e 2 感作マウスにそれぞれ摂取させたところ、 アレルギー症状の軽減効果が認

められた。 さらに P-Fag e 1、 P-Fag e 2 摂取において、 腸管パイエル板における濾胞性ヘルパー T 細

胞 （Tfh） の分化誘導作用が示された。 P-Fag e 1、 P-Fag e 2 摂取によるアレルギー改善効果には、 Tfh

由来の IL-21 を介した IgA 産生促進が関与すること、 さらには CD11c+ 樹状細胞由来の IL-6 が Tfh 分化

誘導に関与することを見出した。 本研究の結果より、 リン酸化蕎麦アレルゲンの経口摂取は、 腸管パイエ

ル板の Tfh 分化誘導を介してアレルギー反応を抑制することが示された。
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研究課題名 経皮感作による食物アレルギー発症機序の解明と予防 ・ 治療法への応用

フリガナ カワキタ　アキコ

代表者名 河北　亜希子

所属機関 （機関名）

（役職名）

福井大学医学部附属病院

小児科　特命助教

本助成金による発

表論文， 学会発表

・ 食物アレルギー発症後の皮膚症状への介入が誘発症状に与える影響

河北 亜希子 , 野村 詠史 , 伊藤 尚弘 , 林 仁幸子 , 村井 宏生 , 安冨 素子 , 大嶋 

勇成  第 53 回日本小児アレルギー学会  2016 年 10 月 8-9 日 前橋

・ 食物アレルギー発症後の皮膚症状が誘発症状の推移に与える影響河北 亜希子 , 

林 仁幸子 , 村井 宏生 , 安冨 素子 , 眞弓 光文 , 大嶋 勇成

第 65 回日本アレルギー学会学術大会　　2016 年 6 月 17-19 日　東京

研究結果要約

　近年、 食物アレルギーの新たな感作経路として経皮感作が注目されているが、 免疫学的な機序等はま

だ十分に明らかにされておらず、 有効な予防や治療介入方法の検討のためにも詳細な解明が望まれてい

る。

　今回、 経皮感作が成立する条件やその際の皮膚局所の免疫学的背景を解析し、 さらに皮膚局所での

免疫応答が、 消化管粘膜免疫へ影響を及ぼす可能性とその機序を解明することで、 逆にこれらを制御す

る方法を見出し、 経皮感作を抑制し、 また一旦生じた食物アレルギーの症状を軽減させる経皮免疫療法

へと応用していくことを目的とし研究を行った。

　本研究では、 経皮感作による食物アレルギーモデルにおいて、 食物アレルギー発症後に皮膚炎症を増

強、 または軽快させる介入により、 その後の経口投与による誘発症状の増悪、 軽減を認め、 皮膚症状が

既に発症した食物アレルギー症状の推移に影響を及ぼす可能性が有ることを証明できた。 その機序の一

つとして、 皮膚炎症で誘導された好塩基球や Th2 サイトカインが、 局所のみならず腸管におけるマスト細

胞や好酸球等にも影響を与えている可能性が示唆された。

　アトピー性皮膚炎等の皮膚炎症を合併した食物アレルギーでは、 皮膚症状のコントロールが、 食物アレ

ルギーの早期改善につながる可能性が考えられた。
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研究課題名 腸管免疫系におけるペクチン認識機構の解明

フリガナ キタグチ　コウジ

代表者名 北口　公司

所属機関 （機関名）

（役職名）

岐阜大学　応用生物科学部

助教

本助成金による発

表論文， 学会発表

前田絢香， 津田明里， 岩城佳那， 矢部富雄， 北口公司 ： ペクチンが好塩基球と

抗原提示細胞に及ぼす影響の解析， 日本農芸化学会中部支部第 177 回例会， 名

古屋， 2016 年 9 月 24 日

前田絢香， 矢部富雄， 北口公司 ： シトラスペクチンの摂取がアレルギー性皮膚炎

に及ぼす影響の解析， 第 65 回日本応用糖質科学会中部支部講演会， 名古屋，

2017 年 3 月 10 日

研究結果要約

食水溶性食物繊維のペクチンは， アレルギー応答を調節し得る食品成分である可能性が示唆されてい

るが， 食物アレルギーに対する効果は不明な点が多い。 本研究では， 食物アレルギーモデルマウスにシ

トラス由来ペクチン添加飼料を給餌し， 食物アレルギー病態と腸管免疫細胞に及ぼす影響を調査し， 食

物アレルギー予防食品素材としてのペクチンの利用の可能性を検討した。  卵白オボアルブミン (OVA) を

アレルゲンとする食物アレルギーモデルマウスにシトラス由来ペクチン添加飼料を給餌した結果， 血中 IgE

と IgG1 濃度がペクチン添加により有意に低下した。 さらに， OVA の経口投与により誘導されるアレルギー

性の下痢の発症率がペクチン添加により減少する傾向が観察された。 ペクチン添加飼料を摂取したマウス

の腸間膜リンパ節では， Gata-3 と IL-4 の遺伝子発現量が有意に低下していた。 さらに， 骨髄由来樹状

細胞にペクチンを添加したところ， 樹状細胞の成熟に伴う MHC クラス II と CD80 の発現量の上昇が抑制

される傾向が観察された。 一方， 受動性アナフィラキシーに対するペクチン給餌の抑制効果はみられなか

った。 以上の結果より， ペクチンは腸管樹状細胞に直接作用し， 抗体産生を調節することで食物アレル

ギーの発症を予防していることが示唆された。 この結果は， 腸管樹状細胞に作用するペクチン由来のオリ

ゴ糖が， 新たなアレルギー予防食品素材として利用できる可能性を示している。
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研究課題名 ビオチニル化ペプチドを用いた新規アナフィラキシー治療薬の開発

フリガナ サトウ　アキラ

代表者名 佐藤　陽

所属機関 （機関名）

（役職名）

いわき明星大学 薬学部

助教

本助成金による発

表論文， 学会発表

・ Sato A, Ebina K. A biotinylated peptide, BP21, as a novel potent anti-

anaphylactic agent targeting platelet-activating factor. （海外雑誌へ投稿中）

研究結果要約

　アナフィラキシーはそばや卵、 ピーナッツなどの食物アレルギーなどにより起こる最も重篤で生命に危険

を及ぼす全身性の疾患である。 血小板活性化因子 （PAF） はアナフィラキシーにおける重要な脂質メデ

ィエーターとして知られており、 PAF 活性を阻害することにより致死的なアナフィラキシーを予防できる。 最

近私達は、 PAF に対して特異的に結合しその活性を劇的に抑制する複数種のビオチニル化ペプチド （特

許第 5982676 号） を創出してきた。 本研究では、 ビオチニルペプチドを用いた新規アナフィラキシー治

療薬の開発、 実用化を目指して、 疾患モデル動物を用いてペプチドの有効性を調べた。 その結果、 ビ

オチニル化ペプチドの BP21、 dK(Btn)P6 はともに、 既知の PAF 受容体拮抗薬に比べてその 20 分の 1

の投与モル量で、 アナフィラキシーにより起こる体温低下を劇的かつ用量依存的に抑制し、 かつ即効性

に優れていること、特に D 体アミノ酸を含む dK(Btn)P6 は持続効果を併せ持つことが明らかとなった。 また、

その抑制効果にはペプチド中の Tyr-Lys-Asp-Gly 配列が重要な役割を果たしていること、 BP21 はアナフ

ィラキシーにより起こる血管透過性亢進を抑制することもそれぞれ明らかとなった。 以上より、 ビオチニル化

ペプチド BP21、 dK(Btn)P6 はともに新規アナフィラキシー治療薬として期待できることから、 実用化に向け

てさらに有用性を検証していきたい。
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研究課題名 魚肉主要アレルゲンであるパルブアルブミンの消化吸収動態の解明

フリガナ シミズ　ユタカ

代表者名 清水　裕

所属機関 （機関名）

（役職名）

北海道大学大学院水産科学研究院

技術専門職員

本助成金による発

表論文， 学会発表
日本水産学会北海道支部大会

研究結果要約

本研究では、魚肉の主要アレルゲン （パルブアルブミン、以下 PA） の消化吸収動態の解明を目的とし、

マダラおよびシロザケの PA の精製法と、 各 PA に対する抗体とそれを用いた PA 検知定量法を構築した

上で、 １ ： PA の酵素消化性の調査、 ２ ： 消化物に対する IgE 反応性の評価、 そして３ ： マウスを用いた

マダラ PA の吸収性調査を行い、 以下の結果を得た。

1 ： マダラでは 10 分間、 シロザケでは 30 分間のペプシン消化でインタクトな PA が消失することが、 電

気泳動およびイムのブロッティングで確認された。 2 ： 患者血清を用いた ELISA により、 マダラ PA の IgE

反応性は 20 分消化により大幅に減少するが、 シロザケ PA では低下の度合いがマダラ PA よりも小さく、

30 分消化後もある程度の IgE 反応性を保っていた。 ３ ： マウスにマダラ筋肉を経口投与した後、 15 〜 60

分で血中 PA 濃度が最大で約 40 ng/ml になる事が確認された。 また、 この PA は消化をほぼ受けていな

い状態であることが示唆された。

２の結果より、 PA のペプシン消化耐性は魚種間で大きな差があることが示された。 また１と３の結果より、

マダラ PA は消化耐性の高い鶏卵や魚卵のアレルゲンと異なり、 口腔粘膜など消化酵素の影響を受けにく

い経路を介して生体へ吸収される可能性がある。 この吸収経路に関する情報はアレルギー感作を論じる

上で重要であり、 より詳細な検討を進めていく必要がある。
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研究課題名 免疫抑制型オリゴ DNA を有効成分とする食物アレルギー予防素材の創製研究

フリガナ シモサト　タケシ

代表者名 下里　剛士

所属機関 （機関名）

（役職名）

信州大学

准教授

本助成金による発

表論文， 学会発表

乳酸菌オリゴ DNA 含有飼料の自由摂取による気管支喘息の抑制効果

日本畜産学会第 122 回大会 , 2017 年 3 月 28 日

研究結果要約

　オリゴ DNA は、 化学合成された DNA 短鎖であり、 含まれる塩基配列により多彩な免疫機能を発揮する

機能性核酸素材である。 研究代表者らの研究グループでは、 オリゴ DNA をカルシウム性ナノ粒子に包摂

することで、 胃液に分解されず腸まで届く DNA ナノカプセル （DNanocap） の開発に成功した。 さらにアト

ピー性皮膚炎モデルマウスを用いた DNanocap の強制経口投与試験において、 皮膚炎の発症を予防す

ることを発見した。 そこで本研究では、 免疫抑制型オリゴ DNA を有効成分とする食物アレルギーの予防 ・

軽減素材の開発研究を行った。 はじめに、 DNanocap をマウス用飼料に混合した特別飼料を調製した。 さ

らに、 食物アレルゲンを用いたアレルギーモデルマウスを作出し、 DNanocap 特別飼料の自由摂取による

免疫調節作用について検証した。 アレルギーモデルマウスにおいて、 DNanocap 特別飼料の自由摂取に

より、 アレルギー反応の指標が有意に減少した。 すなわち、 DNanocap を通常飼料に配合した特別飼料

の自由摂取は、 全身性の免疫調節機能を発揮することが示された。 現在、 DNanocap 含有量、 投与期

間を含む条件の最適化についての検証を進めている。
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研究課題名 アレルゲンに対する免疫寛容を誘導可能なアデノウイルスベクターの開発

フリガナ タチバナ　マサシ

代表者名 立花　雅史

所属機関 （機関名）

（役職名）

大阪大学大学院薬学研究科　薬剤学分野

助教

本助成金による発

表論文， 学会発表
該当なし

研究結果要約

アレルギーは過剰な免疫応答による疾患であることから、 免疫応答を抑制することが一つの治療戦略で

ある。 肝臓は 「免疫抑制」 と関わりの深い臓器であり、 アレルギー治療の標的の一つとして考えられる。

遺伝子導入用ベクターとして広く用いられているアデノウイルスベクター (Adv) は、 静脈内投与するとその

ほとんどが肝臓に集積する性質を有することから、 肝臓を標的とした遺伝子発現を達成するのに適したベ

クターであると考えられる。 そこで本研究では、 肝臓での抗原遺伝子発現の特異性を向上させた Adv を

用い、 肝臓特異的に抗原遺伝子を発現させることで抗原特異的な免疫寛容を誘導可能な方法論の確立

を目指した。

肝臓特異的プロモーターである AHA プロモーターによって搭載抗原遺伝子発現を制御する新規 Adv 

(Adv-AHA) を静脈内投与すると、 搭載抗原特異的な抗体産生が認められなかった。 さらに、 Ⅰ型 IFN が

この抗体産生抑制を担う重要な因子であることも明らかにした。

本研究成果は、 効率的かつ安全に免疫寛容が誘導可能な Adv によるアレルギー治療法の開発に繋が

るとともに、 新たな免疫抑制療法の開発や臓器移植の際の免疫抑制剤の開発等にも貢献できると考えら

れる。 以上のような新規治療法によって、 近年増加している食物アレルギーを抑制でき、 我が国の保健

医療の向上に貢献できると期待される。
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研究課題名
シングルセル解析を用いた食物アレルギーモデルにおける

in vivo マスト細胞の亜集団解析

フリガナ ツチヤ　ソウケン

代表者名 土屋　創健

所属機関 （機関名）

（役職名）

熊本大学 生命科学研究部 薬学生化学分野

講師

本助成金による発

表論文， 学会発表
該当なし

研究結果要約

　近年、 T 細胞やマクロファージといった免疫細胞において機能面で拮抗する亜集団が存在し、 これらが

バランスをとることで免疫 ・ 炎症が適切な状態に保たれ、 その破綻は食物アレルギーを含む種々の自己

免疫 ・ 炎症性疾患を引き起こすことが見いだされた。 マスト細胞は自己免疫 ・ 炎症性疾患において重大

な役割を果たす免疫細胞であるが、 亜集団の存在を含め、 そもそも in vivo マスト細胞の性質 ・ 特性は未

だほとんど不明であり、 食物アレルギーを含めたマスト細胞に関する研究の大きな障壁となっている。 そこ

で、 本研究ではシングルセルマスト細胞の遺伝子発現プロファイルを捉えられるシングルセル遺伝子増幅

法を創成することを目的とした。 検討の結果、 マスト細胞シングルセル相当量である total RNA 2.5 pg から

網羅的な遺伝子発現解析に十分量の RNA 増幅に成功し、 この増幅産物には内在する RNA 量差を反映

した情報が含まれていた。 今後、本手法のさらなる発展により、腸管組織における個々のマスト細胞の性質・

特性を同定するとともに、 亜集団の同定 ・ 分類を行い、 それらの機能的特性を検証 ・ 同定することが可

能となり、 食物アレルギーの進行過程を 「個々の」 細胞から統合された生体機能 ・ 応答として理解するこ

とで、 本研究課題の成果は免疫学、 医学における新次元の理解を導き、 食物アレルギーの新たな治療、

予防、 創薬に資することが期待される。
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研究課題名 プロテオミクス的手法を用いた魚アレルギーの新規診断マーカーの確立

フリガナ ナガイ　アキヨ

代表者名 永井　晶代

所属機関 （機関名）

（役職名）

藤田保健衛生大学医学部皮膚科学

講師

本助成金による発

表論文， 学会発表
該当なし

研究結果要約

魚アレルギー患者の一般的な症状は経口摂取による全身蕁麻疹で、 時にアナフィラキシーなどの重篤

なケースに陥る。 現在の魚アレルギー検査法は、 魚を用いた皮膚テストや魚抽出物に対する特異 IgE 抗

体測定が一般的であるが、 臨床情報と一致しない症例も少なくない。 また、 魚の主要アレルゲンで有名

なパルブアルブミンは、 様々な魚種間で広く保存されており、 かつ高い配列類似性を有する 1) ことから、

患者血清の交差反応が問題視されている。 それ故、 各魚種を鋭敏に見分ける新規診断マーカーが切望

されている。

本研究では改良型二次元電気泳動法 （2D-PAGE） ・ タンデム型質量分析装置 （LC/MS/MS） を用い

たプロテオミクス的手法により、 各魚種特異的なアレルゲン蛋白質を同定することを目的とし行った。 免疫

ブロットのおよび二次元電気泳動の結果、 110kDa 付近のスポットが非常に強く発色していた。 そこから数

種類の蛋白質が同定され、 この中に新規アレルゲンがある可能性が示唆された。 今後、 今回同定された

蛋白質が原因アレルゲンか否かを検証するために、 蛋白固相化 ELISA による確認実験を行い、 また複数

の魚アレルギー患者血清で確認し新規診断マーカーとしての有用性を確認したい。

1)  Swoboda I, Bugajska-Schretter A, Verdino P, et al. Recombinant carp parvalbumin, the major cross-

reactive fish allergen: a tool for diagnosis and therapy of fish allergy. J Immunol. 2002 May 

1;168(9):4576-84
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研究課題名 概日時計による食物アレルギーの調整機構の解明

フリガナ ナカムラ　ユウキ

代表者名 中村　勇規

所属機関 （機関名）

（役職名）

山梨大学大学院総合研究部 医学域基礎医学系 免疫学講座

講師

本助成金による発

表論文， 学会発表
平成 29 年度中に成果をまとめ、 学会 ・ 論文発表を行う予定である。

研究結果要約

　食物アレルギー症状が休息期に食物を摂取したときのほうが重症になることが知られているが、 この症状

をコントロールするメカニズムは未だ明確ではない。 本研究では、 マスト細胞の概日時計 （時計遺伝子）

が食物アレルギー症状の日内変動に果たす役割について検討した。

　マスト細胞特異的時計遺伝子変異マウスを Clock 遺伝子変異型マウス骨髄細胞由来マスト細胞

(BMMCs) を作製し、 マスト細胞欠損 (W/Wv) マウスに移入することで作成した。 このマウスを用いてアレル

ギーモデルを作製し、 食物アレルギーの症状増悪にマスト細胞の概日時計が関与するか否かを検討した

結果、 野生型 BMMCs を移入したマウスでは症状増悪が時間依存的に変化したが、 Clock 変異型

BMMCs を移入したマウスでは消失していた。 さらに、 これらのマウスにおける腹腔マスト細胞を用いた検

討では IgE 受容体の発現変化が症状と一致し、 マスト細胞の概日時計が IgE 受容体発現を制御している

可能性が示唆された。

　以上の結果から、 本研究ではマスト細胞の概日時計が食物アレルギーの症状発現の時間依存的な制御

に果たす役割の一つとして、 IgE 受容体の時間依存的発現変動である可能性が示唆された。 この知見は、

マスト細胞の概日時計を標的としたこれまでと異なる食物アレルギーの予防 ・ 治療法の開発につながる可

能性がある。
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研究課題名
アニサキスアレルギー患者における

アニサキスアレルギーコンポーネント測定の意義

フリガナ ホンマ　テツヤ

代表者名 本間　哲也　　　　　

所属機関 （機関名）

（役職名）

昭和大学医学部　内科学講座呼吸器アレルギー内科学部門

助教

本助成金による発

表論文， 学会発表

該当なし

2018 年度予定

研究結果要約

食物由来アニサキスアレルギーは成人食物アレルギーにおいて重要な疾患であり、 しばしば救急領域

においても診断や治療に難渋する症例が存在する。 今回われわれは、 食物由来アニサキスアレルギーの

診断マーカーとして、 アニサキス特異的 IgE 抗体 (RAST) とアニサキスコンポーネントを測定することを立

案した。

患者合計 28 例に対してコンポーネント (Ani s 1 と 3) と IgE RAST を測定した。 結果、 それらは相関傾

向を示し、 コンポーネント測定の有用性が示唆された。 食物日誌の記載と食物除去を行い、 IgE の経時

的低下を認めたが、 一部の症例においては低下傾向を認めなかった。 IgE が経時的に低下しない症例の

新規治療戦略の立案が今後の課題にひとつである。 また、 治療経過中に通院を自己中止してしまう症例

も散見され、 通院を継続できる環境の整備や疾患の啓蒙活動などが重要性が示唆された。
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研究課題名 プロアントシアニジンを含む食品からの小麦タンパク質の検査法の改良

フリガナ ムラカミ　タロウ

代表者名 村上　太郎

所属機関 （機関名）

（役職名）

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所衛生化学部

主任研究員

本助成金による発

表論文， 学会発表

[ 学会発表 ]

DMAC 法による加工食品中の総プロアントシアニジンの定量

日本食品化学学会第 22 回 総会 ・ 学術大会 , 高知市 （2016.6.2-3)

アレルギー物質検査を含む食品検査における PVP 共存抽出法の適用性評価

第 112 回日本食品衛生学会学術講演会 , 函館市 (2016.10.27-28)

PVP 共存抽出法のアレルギー物質を含む食品検査への応用

日本食品衛生学会近畿地区勉強会 , 大阪市 (2016.11.2)

チョコレートに含まれるアレルギー物質 （小麦 ・ 乳） の実態調査

日本食品化学学会第 23 回 総会 ・ 学術大会 , 伊勢市 （2017.6.1-2)

[ 発表論文 ]

改良した検査法の結果をまとめ、 現在 Food Control 誌で査読中。

研究結果要約

　我々は ELISA 法によるスクリーニング検査における小麦タンパク質の検出率の向上のために、 検査法の

改良に取り組んできた。 これまでに原材料中の夾雑物が検査に及ぼす影響を評価した結果、 イチゴなど

の果実や落花生、 カカオなどのプロアントシアニジンを含有する原材料によって、 回収率の低下などの測

定阻害が確認された。 このため、 プロアントシアニジンと結合性のある Polyvinylpyrrolidone （PVP） を抽

出時に添加することにより、 測定阻害を軽減できることを見出した。 本研究では、 プロアントシアニジンに

対する PVP の共存条件の最適化を行い、 より信頼性の高い小麦タンパク質のスクリーニング検査法を確

立した。 改良法が小麦以外の特定原材料 （乳、 卵、 そば、 落花生、 えび ・ かに） の検査に適用可能

か確認するために、 アレルギー物質を含む食品の検査方法の改良法の評価に関するガイドラインを元に

同等性を評価し、 改良法は小麦以外の特定原材料の検査にも適用できることを確認した。 改良法を市販

加工食品中の小麦タンパク質の混入実態の調査に応用し、 小麦タンパク質の混入について検出率を向上

に繋がることを確認した。 今後も加工食品に混入した小麦が原因となるアレルギーによる健康被害を未然

に防止するために、 広範囲の食品を対象として小麦タンパク質の混入実態とその表示について引き続き

検証を行っていきたい。
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研究課題名 アナフィラキシー低血圧時における交感神経制御機構の解明

フリガナ タニダ　マモル

代表者名 谷田　守

所属機関 （機関名）

（役職名）

金沢医科大学　医学部　生理学Ⅱ講座

准教授

本助成金による発

表論文， 学会発表

発表論文

1, Tanida M, et al., Anaphylactic hypotension causes renal and adrenal 

sympathoexcitaion and c-fos inductions in the hypothalamus and medulla oblongata 

(revise 中 )

学会発表

1, Tanida M, Zhang T, Shibamoto T, Renal sympathetic response to hemorrhagic 

shock in anesthetized mice. 国際ショック学会 ( 東京 , 2016 年 10 月 )

2, Tanida M, Shibamoto T, Biphasic response of renal sympathetic nerve to 

hemorrhagic shock in anesthetized mice. アメリカショック学会 (Florida, フォトロー

ダーデール , 2017 年 6 月 ； 演題登録及び演題受理済み )

研究結果要約

食物や食品添加物によるアナフィラキシーや食物アレルギーにおいては、 抗原暴露から 30 分程度でア

ナフィラキシーが惹起され、 低血圧や呼吸困難など重篤な状態へ発症することが多い為、 迅速に対応で

きる治療法の開発が急務である。

本研究では、 アナフィラキシー低血圧時に変化する交感神経調節メカニズムを解析するためにラットとマ

ウスを用いた電気生理学的解析を行った。 麻酔下ラットでは交感神経腎臓枝、 副腎枝、 脾臓枝、 腰椎枝

が促進したが、 肝臓枝及び褐色脂肪枝は変化がなかった。 麻酔下マウスでは、 交感神経腎臓枝がアナ

フィラキシー初期に減少してその後増大する二相性の反応を示した。 また、 ラットではなく、 マウスでアナ

フィラキシー低血圧に起こる腎臓交感神経活動増大作用が圧受容器切除で消失した。 従って、 ラットとマ

ウスではアナフィラキシー低血圧時に起こる交感神経活動の反応と調節経路に相違が観察された。 さらに

遺伝子組換えマウスを用いた検討行った結果、 感覚刺激に関与する TRP チャネルではなく、 肥満細胞

での脱顆粒がアナフィラキシー低血圧による交感神経制御に関与することが示唆された。
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1.役員

理事長 山田　良司 常勤 元 日本ハム（株）中央研究所　所長

副理事長 藤原　寛英 非常勤 日本ハム（株）中央研究所　所長

専務理事 沖浦　智紀 常勤 日本ハム（株）中央研究所より出向

一色　賢司 非常勤 （一財）日本食品分析センター　顧問

宇理須　厚雄 非常勤 藤田保健衛生大学　医学部　客員教授

畑江　敬子 非常勤 お茶の水女子大学　名誉教授

監事 長谷川　佳孝 非常勤 日本ハム（株）経理財務部　部長

2.評議員

大谷　敏郎 非常勤 （国研）農研機構 理事（研究推進担当Ⅲ）

河野　陽一 非常勤 （独）労働者健康安全機構　千葉労災病院　院長

西藤　久三 非常勤 （一財）食品産業センター　顧問

清水　誠 非常勤 東京農業大学　応用生物科学部　教授

末澤　壽一 非常勤 日本ハム（株）代表取締役社長　社長執行役員

服部　昭仁 非常勤 北海道大学　名誉教授

矢野　博之 非常勤 日本ハム（株）執行役員

理事

評議員
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平 成 28年 度 事 業 の審 査 は以 下 の委 員 にもご担 当 いただきました。  

 

 

 

森松文毅 帯広畜産大学　特任教授

赤澤　晃 東京都立小児総合医療センター　部長

3.研究助成審査委員

委員長 一色賢司 (一財）日本食品分析センター　顧問

穐山　浩 国立医薬品食品衛生研究所　食品部　部長

新井克彦
東京農工大学農学部付属硬蛋白質利用研究施設
教授

五十部誠一郎 日本大学　生産工学部　教授

伊藤浩明 あいち小児保健医療総合センター　副センター長

伊藤節子 同志社女子大学　生活科学部　特任教授

川村　理 香川大学　農学部　教授

倉園久生 帯広畜産大学　副学長・教授

駒井三千夫 東北大学大学院農学研究科　教授

下条直樹 千葉大学大学院医学研究院　教授

立花宏文 九州大学大学院農学研究院　主幹教授

柘植郁哉 藤田保健衛生大学　医学部　特任教授

鍋谷浩志 農研機構　食品研究部門　部門長

松本健治 国立成育医療研究センター研究所　部長

三橋富子 元日本大学短期大学部　教授

森山達哉 近畿大学　農学部　教授

委員
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