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現在に至る

加水分解抗原による経口免疫寛容を利用した
食品アレルギー予防法の確立
Establishment of a preventive measure against food allergy
by induction of oral tolerance using the hydrolyzed antigen
Recent increase of allergic patients is a serious social issue in our country. There is no
effective method for prevention or treatment of allergic diseases at present. Hence, it is strongly
needed to establish the practical measures for allergies.
We have previously reported that the induction of oral tolerance against an allergen before
sensitization with the allergen could effectively prevent the onset of food allergy, while the
induction of oral tolerance after sensitization could not provide such therapeutical consequence.
We also found that only the enzymatically digested allergen but not intact allergen could prevent
food allergy by inducing oral tolerance even if the allergen was given before sensitization. This
finding would strongly contribute to developing the precautionary measures of food allergy by
inducing oral tolerance.
In this present study, we aimed to establish the appropriate condition for acid treatment of the
allergen to prepare the hydrolyzed allergen which can be applied for prevention of food allergy.
We finally demonstrated that the pretreatment with the hydrolyzed allergen could prevent the
induction of food allergy by using food allergy model mice.

1

要

旨

我が国におけるアレルギーの患者数は年々増加する傾向にあり、大きな社会問題となっている。現
状ではアレルギーの予防法や根治的治療法は存在せず、アレルギーへの有効な対策の確立が求めら
れている。特に、食品アレルギーは様々なアレルギー疾患を連鎖的に発症するアレルギーマーチの引き
金になるため、早急な対応が求められている。
我々はこれまでに経口免疫寛容を治療ではなく予防的に利用すると、その後の食品アレルギーを
効果的に抑制出来ること、およびその際には未分解のアレルゲンタンパク質ではなく分解したアレルゲン
を用いる必要があることを明らかにしている。これは経口免疫寛容を用いた食品アレルギーの予防法
の確立へ繋がる大きな成果である。
そこで本研究では、経口免疫寛容を用いて食品アレルギーを予防するために必要な分解アレルゲン
の最適な調製法を酸分解法を基盤として確立することを目的とした。その際、分解に用いる酸の処理
時間や処理温度を検討することで、アレルギーの予防に適した分解アレルゲンの調製方法を確立した。
さらに、得られた分解アレルゲンを食品アレルギーモデルマウスに摂取させることで、その後の食品アレ
ルギーの発症を予防できることを実証した 1 ）。

背景・目的
食品アレルギーは食品中に含まれる抗原に対して免疫系が過剰に応答することによって誘導される
疾患であり、患者数は世界的に増加している。しかしながら、現在では有効な治療法は確立されてお
らず、原因となる抗原が含まれる食品を回避することが主な対応策である。近年、食品アレルギーの
新たな治療法として患者にアレルゲンを経口摂取させることにより経口免疫寛容を誘導する経口減感
作療法が注目されているものの、現状では必ずしも良好な治療成績が達成出来ているとは言えない 2）。
経口免疫寛容とは、経口的に摂取した抗原に対して特異的に免疫応答が抑制される現象であり、
食品に対する過剰な免疫応答を防ぐ役割を持つと考えられている 3 ）。そのため、経口免疫寛容を食品
アレルギーの治療へ応用する試みが広く行われているが、上述のように現状ではその有効性は十分と
は言えない。申請者らはこれまでに卵アレルゲンである卵白アルブミン（OVA）に対する食品アレルギー
モデルマウスを用いて、事前にアレルゲン分解物を摂取させて経口免疫寛容を誘導するとその後に
未分解なアレルゲンを摂取させても食品アレルギーを発症しないことを明らかにした。この結果は、経口
免疫寛容を従来のような既に発症した食品アレルギー患者に対する治療法ではなく、発症前に予防法
として利用することが、食品アレルギーの解決策として極めて有効であることを示している。
そこで本研究では、特定のアレルギーモデルに対して有効なだけではなく、高い汎用性を有し、ヒト
に対するアレルギー予防効果も期待できる分解アレルゲンの調製方法を確立することを目的とした。
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方

法

アレルゲン分解物の調製
様々なペプチドを含む分解アレルゲンを調製するために、モデルアレルゲンであるOVA（和光純薬）
を0.5M の塩酸条件下でインキュベートした。その際、処理温度を60 および 80 ℃に設定し、処理時間を
1、3、6、8、24時間に設定した。分解は1M NaOHを加えてpHを7に調整することで終了させた。分解
の進行は各分解物を SDS-PAGE に供することによって確認した。調製した分解物は PD-10 カラム
（ GE Healthcare ）を用いて脱塩後に凍結乾燥に供した。
アレルゲン分解物の抗原性
各条件で得られた分解アレルゲンの抗原性を別途調製した OVA 特異的 IgM 抗体に対する競合
ELISA 法で解析した。OVA 特異的 IgM 抗体には OVAを免疫した BALB /c マウス（日本クレア）の
血清を用いた。イムノプレート（ Nunc ）に OVA をコーティングし、ブロッキングの後に上述の抗血清と
調製した分解アレルゲンを添加してインキュベートした。洗浄後、抗 IgM 抗体（ BioLegend ）を用いて
プレートに結合した OVA 特異的 IgM 抗体を検出した。
アレルゲン分解物の T 細胞刺激能
得られた各分解アレルゲンのT 細胞刺激能をOVA 特異的 T 細胞受容体（TCR）
トランスジェニック
マウスである DO11.10 の脾臓細胞を用いた増殖アッセイによって解析した。96 ウェル培養プレート
、調製した分解アレルゲンを添加して3日間インキュ
（Falcon）に脾臓細胞を播種し（5x10 5 個／ウェル）
ベートした。インキュベート後、BrdU Cell Proliferation ELISA（ Roche ）を用いて細胞の増殖応答
を測定した。
アレルゲン分解物を用いた食品アレルギーの予防効果の検証
最適条件で得られた分解アレルゲンの食品アレルギー予防効果を、OVA に対する食品アレルギー
モデルマウス（ DO11.10 ）を用いて実証した。アレルゲン分解物を 150mg /mLとなるように蒸留水に
溶解し、飲用水として DO11.10 マウスに 3 週間自由摂取させた。その間、尾部動脈より毎週採血し、
血清を得た。3 週間後から OVA を 20 ％含有する飼料を摂取させることで OVA に対する食品アレル
ギーを誘導した。OVA 飼料の摂取開始から 2 週間後に血清を調製した。また、採血の後に腹腔内
に 25mg /mL の OVA 溶液を注射してアナフィラキシーショックを誘導し、腹部表面体温の変化を測定
した。

結

果

温度および処理時間に依存して OVA の分解が進行した
OVA を酸処理した結果、処理時間に依存して分解が進行した。また、60 ℃よりも80 ℃で処理した
場合に分解が速く進行した。60 ℃では分解開始の 24 時間後でも未分解の OVA が残存していたが、
80 ℃で処理した場合には分解開始の 3 時間後には未分解の OVA は著しく減少し、24 時間後には確
認できなくなった（ Fig. 1 ）。分解物は分子量 10,000 程度の位置にブロードな染色像として観察された。
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温度および処理時間に依存して OVA の抗原性が低下した
アレルゲン分解物の抗原性を抗 OVA 抗血清中の OVA 特異的 IgM 抗体に対する競合 ELISA 法
で解析した。グラフが右側にシフトするほど抗原性が低いことを意味している。その結果、OVA 分解
物の抗原性は、酸処理によって低下することが示された（ Fig. 2 ）。特に、80 ℃で処理した分解アレル
ゲンの抗原性の低下は 60 ℃で処理した場合よりも顕著であり、処理時間に依存して低下する傾向が
認められた。

Fig. 1 O
 VA incubated in 0.5 M HCL at 60 ℃ or 80 ℃ for 24 hours. The progress of the degradation
was confirmed by SDS-PAGE.

Fig. 2 The antigenicity of each degradated OVA was measured by competitive ELISA.
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酸処理により分解した OVA は T 細胞刺激能を保持していた
DO11.10マウスの脾臓細胞増殖応答を指標にアレルゲン分解物の T 細胞刺激能を評価した。その
結果、T 細胞刺激能は分解の進行と相関していなかった。いずれの処理温度においても、酸処理によ
りT 細胞刺激能がいったん低下し、その後分解の進行に伴って上昇した（ Fig. 3 ）。80 ℃で処理した
場合には、8 時間後に最も高くなり、24 時間後には再び下降に転じた。

Fig. 3 T
 he T cell stimulatory activity of each degradated OVA was measured by
proliferation assay using splenocytes of DO11.10.

アレルゲン分解物の事前摂取により食品アレルギーを予防することができた
80 ℃で 8 時間処理することで調製したアレルゲン分解物を OVA に対する食品アレルギーモデル
マウスである DO11.10 に 3 週間にわたって摂取させてもIgE の産生は誘導されず、アレルゲン分解物
自体が食品アレルギーを引き起こさないことが確認できた（ Fig. 4 ）。さらに、3 週間の摂取後に未分解
の OVA を含む餌を与えたところ、事前に分解アレルゲンを摂取していないマウスでは血中の抗原特異
的 IgE 抗体価が上昇したのに対し、摂取したマウスでは IgE 抗体価の上昇がほとんど見られなかった
（ Fig. 4 ）。すなわち、本研究で調製した酸分解アレルゲンは、その後の食品アレルギーの発症を予
防することができることが示された。

Fig. 4 P
 retreatment with degradated OVA inhibited food allergy induced by
feeding of OVA-containing diet. The mice were given acid-treated OVA
for 3 weeks, and then fed OVA-diet for 2 weeks.
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考

察

本研究では酸分解アレルゲンを用いた経口免疫寛容の誘導が、食品アレルギーの予防策として有
効であることを実証することができた。本研究ではモデルアレルゲンとして卵白アルブミン（ OVA ）を用
いたが、我々が確立した分解アレルゲンの調製法は他のアレルゲンにも応用可能であり、種々の食品に
対するアレルギーの予防食品の開発に繋がることが期待できる。
免疫寛容は特定の抗原に対して免疫系が不応答化する現象であり、自己免疫疾患やガン、アレル
ギーなど種々の疾病に関与している。なかでも、経口的に摂取した抗原、すなわち食品に対して誘導
される経口免疫寛容は食品に対する過剰な免疫応答を抑制し、食品アレルギーを防ぐメカニズムとし
て重要な役割を果たしている。そのため、食品アレルギーは経口免疫寛容が破綻することによって発
症すると考えられている。そこで、食品アレルギーの患者にアレルゲンを摂取させて改めて経口免疫寛
容を誘導することで食品アレルギーを治療する経口減感作療法に注目が集まっている。一方で、経口
免疫寛容の誘導メカニズムは解明されておらず、食品アレルギー患者において経口免疫寛容が破綻
した理由も不明であるため、経口免疫寛容を確実に誘導する方法は確立されていない。既に食品
アレルギーを発症した患者に対して当該アレルゲンを摂取させることは、アナフィラキシーショック等の副
作用のリスクが避けられず、現状では、少量ずつ長期にわたりアレルゲンを摂取し続けて、徐々に摂取
量を増やしていく方法が一般的に用いられるが、奏功例は限られている。経口減感作療法が期待した
ほどの治療効果を示さない理由として、アナフィラキシーショックを起こさない量の抗原を比較的長期間
摂取させても経口免疫寛容の誘導に必要な抗原量を摂取させることができていない可能性や、食品
アレルギー患者ではそもそも経口免疫寛容が成立しにくい可能性、および、一度寛容が破綻してしまう
と免疫系がその状態を記憶してしまい、新たに抗原を摂取してももはや寛容を誘導することができない
可能性が考えられる。
我々はこれまでの研究により、OVA に対する食品アレルギーモデルマウスにおいても当該アレルゲン
に対して経口免疫寛容が成立していることを明らかにした。さらに、免疫寛容の誘導過程で、アレルゲン
の摂取により一時的に免疫系、特にT 細胞が強く活性化される時期が存在することも明らかにした 4 , 5 ）。
これらの結果は、食品アレルギーの誘導メカニズムとして、経口免疫寛容の誘導過程で誘起された
アレルギー状態をそのまま記憶してしまうことが重要な役割を果たしていることを示唆している。また、ひ
とたびこのような状態になってしまうと、その後に経口免疫寛容が成立してもアレルギーの状態は維持さ
れてしまうことも示唆している。すなわち、既に食品アレルギーを発症した患者に対して経口免疫寛容
を誘導し直す経口減感作療法は効果が限定的であり、食品アレルギーを発症する前の段階で、アレ
ルギーを誘導しない方法で経口免疫寛容だけを誘導することができれば、食品アレルギーの効果的な
予防が可能であることが期待される。実際、これまでに実施されてきた経口減感作療法が期待してい
たほどの効果をあげられていないのは、既に発症してしまっている患者に対して経口免疫寛容を誘導
しているからであると考えられる。
過去に行われてきた経口免疫寛容に関する研究の多くで、抗原に未感作な動物を用いて、これら
の動物に対して抗原を経口投与することで経口免疫寛容を誘導する手法が採用されている。そのた
め、経口免疫寛容の誘導により当該抗原に対する免疫応答は極めて効果的に抑制されることが報告
されている。一方で、研究に用いている実験動物のほとんどは抗原を摂取しただけではアレルギーを
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発症しない。すなわち、アレルギーを発症する前の段階でアレルギーを誘導せずに経口免疫寛容だけ
を誘導する方法を特に意識せずに採用していたことになる。これにより、非常に効果的な経口免疫寛
容の誘導と、それによるアレルギーの抑制効果を観察することが可能であった。しかしながら、アレル
ギー患者は我々が用いている食品アレルギーモデルマウスと同様にアレルゲンを摂取しただけでアレル
ギーを発症し、それを記憶してしまっているため、経口減感作療法では期待したほどの効果が得られ
なかったと考えられる。そこで、我々はアレルギーを発症する前の段階でアレルギーを誘導せずに経口
免疫寛容だけを誘導する方法を確立し、食品アレルギーの予防法として利用することを目指している。
過去の多数の研究により、経口免疫寛容は主に経口的に摂取した抗原に特異的な T 細胞の機能
が不応答化することにより成立することが明らかにされている。本研究で目的とするアレルギーを誘導
せずに経口免疫寛容だけを誘導する方法を実践するためには、経口免疫寛容の誘導過程で一過的
に見られる T 細胞の活性化を伴わずに免疫寛容を誘導する必要があるが、現在では T 細胞の寛容
化のメカニズムは解明されておらず、活性化を伴わずに寛容を誘導することは不可能である。アレル
ギーの成立には抗原特異的な T 細胞とB 細胞の相互作用が必要であるため、経口免疫寛容の誘導
過程で T 細胞が一時的に活性化している間に、T 細胞とB 細胞の相互作用を阻害することができれ
ば、アレルギーを誘導せずに免疫寛容だけを誘導することが可能であると考えられる。実際、我々は
OVA に対する食品アレルギーモデルマウスに対して、アレルギーを発症する前にトリプシンで分解した
OVA を摂取させることで、その後に未分解の OVA を摂取してもアレルギーを発症しなくなることを実
証することに成功している。
実験に用いた卵白アルブミン特異的食品アレルギーモデルマウスは OVA の 323-339 残基を認識す
る TCR のトランスジェニックマウスであり、体内に存在する T 細胞のほとんどがこの領域を認識する。
この領域内にはトリプシンの作用部位が存在しないため、トリプシン分解物中には当該ペプチドが含ま
れており、そのためトリプシン分解物を食品アレルギーモデルマウスに経口摂取させた際に、T 細胞に
認識され経口免疫寛容を誘導したと考えられる。一方で、B 細胞は抗原の立体構造を認識することが
知られており、分解により立体構造が破壊され、B 細胞に認識されにくくなったと考えられる。その結果
として、T 細胞とB 細胞の相互作用が阻害され、アレルギーを誘導せずに経口免疫寛容だけを誘導
することができたと考えられる。この方法を応用すれば、ヒトに対しても食品アレルギーを予防することが
可能であると期待できる。
一方で、ヒトの体内には様々なTCRを発現しているT 細胞が存在していることから、特定のペプチド
だけを含むアレルゲン分解物ではすべての T 細胞に経口免疫寛容を誘導することはできない。ヒトへ
応用するためには、種々のペプチドを含むアレルゲン分解物の調製法を確立する必要がある。その際、
調製した分解物が T 細胞には認識される必要があるが、B 細胞には認識されてはいけない。本研究
の成果により、卵白アルブミンを酸分解することで、これらの条件を満たすアレルゲン分解物を調製す
ることが可能であることを実証することができた。酸分解の処理時間、処理温度の条件を複数設定し
て実施したところ、処理時間の延長に伴って分解が進行することが示された（ Fig. 1 ）。また、高温で
処理すると低温で処理するよりも分解が速く進行することが示された。60 ℃で 24 時間処理すると未分
解のタンパク質はほとんど検出されなくなったが、80 ℃では 3 時間後には同様な状態になった。分解さ
れたペプチドは分子量 10,000 程度の領域に染色像が認められ、分解の進行に伴って量が増加してい
た。これらのペプチドには種々の配列を持つ断片がランダムに含まれていると考えられる。
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これらの分解物の抗原性は分解の進行に伴って低下する傾向が認められ、上述の 60 ℃24 時間処
理と80 ℃3 時間処理は同程度の抗原性を有していた（ Fig. 2 ）。80 ℃で 24 時間処理することで、抗
原性はほとんど認められなくなった。この結果は、高温で長時間酸処理することで、B 細胞に認識さ
れない抗原分解物を得ることができることを示している。実際に、80 ℃で 8 時間処理することで得られ
た分解物を食品アレルギーモデルマウスに経口摂取させても、アレルギーが誘導されないことを確認し
た（ Fig. 4 ）。この際、経口免疫寛容を誘導するためにはある程度の T 細胞刺激能を保持している
必要があるが、分解の進行に伴って T 細胞に対する刺激能も低下することが考えられた。しかしなが
ら、興味深いことに本研究の結果は、分解物の T 細胞刺激能は分解の進行に伴ってむしろ上昇する
ことを示していた（ Fig. 3 ）。これは当初の予想とは異なる結果であったが、本研究の目的としては好ま
しいものであった。分解に伴って T 細胞刺激能が上昇した理由としては、抗原が抗原提示細胞内で
プロセシングを受けペプチドに分解される際、既にある程度分解された抗原の方が、未分解な抗原より
もプロセシング効率が高いためであると考えられる。また、上述のように今回実施した分解条件では、
最も分解の進んだ条件でも分子量 10,000 程度のペプチドが存在していたことが示されており、T 細胞
を刺激するには十分なサイズであったと考えられる。一方で、80 ℃24 時間の処理条件では、80 ℃8 時
間と比較してT 細胞刺激能が若干低下しており、SDS-PAGE の画像からは読み取ることはできないも
のの、分解が進み過ぎるとT 細胞の刺激に必要なペプチドすらも分解されてしまうことを示唆している。
また、60 ℃、80 ℃ともに分解の進行に伴って一時的に T 細胞刺激能が低下する傾向が認められた。
これは、酸条件下で加熱したことにより抗原が変性した結果として凝集が起こりプロセシング効率が低
下したためであると考えられる。
本研究の結果、80 ℃で 8 時間処理することによって調製した分解物の事前摂取により、その後の食
品アレルギーの発症を抑制できることを実証することができた。先述のように、本実験で用いた食品アレ
ルギーモデルマウスの T 細胞はアレルゲンの 323-339 残基を認識するが、分解物に含まれているペプ
チドはランダムに生成したものの混合物であり、323-339 残基に応答する T 細胞に対して経口免疫寛
容を誘導できたということは、他の種々の抗原特異性を持つ T 細胞に対しても同等の効率で免疫寛容
を誘導できることを示唆している。すなわち、本法で調製した抗原は特定のエピトープを有する T 細胞
集団だけでなく、種々の T 細胞エピトープをもつヒトに対して幅広く応用可能であると考えられる。また、
分解物が種々のペプチドをランダムに含むため、対象となる個人ごとの主要な T 細胞エピトープを事前
に把握する必要も無い。これはアレルゲン分解物を食品アレルギーの予防に応用するにあたり、大きな
メリットである。
これまでにも、アレルゲンの分解物や主要な T 細胞エピトープ由来の合成ペプチドを経口減感作療
法に用いる試みは実施されている。しかしながら、それらの取り組みは既に食品アレルギーを発症した
患者に対する治療法として実施されており、患者に対するアナフィラキシーの誘発を防ぎつつ、経口減
感作療法を実施することが目的であった。しかし、先述のように既にアレルギー状態を記憶してしまって
いる患者に対して経口免疫寛容を誘導してもアレルギーを抑制する効果は低いため、奏功例は限定
的であった。本研究の成果を応用し、アレルゲン分解物を治療ではなく予防的に利用することができれ
ば、これまでの経口減感作療法とは全く異なる極めて大きな効果が期待できる。アレルゲン分解物を予
防的に用いる際に、従来の乳児用粉ミルクや離乳食と比較してリスクが高まることはないと考えており、
実用化への障壁は高くないと思われる。
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本研究ではモデル抗原として OVA を用いた。用いる抗原が異なれば最適な分解条件も異なるた
め、抗原ごとに最適な分解条件を検討する必要があるものの、本法は様々な抗原に応用可能な技術
である。ただし、抗原によっては酸処理後も一次構造に依存した B 細胞エピトープが残存する可能性
が否定できないため、抗原性が十分に低下していることを抗原ごとに事前に確認する必要がある。

結

論

本研究で確立した分解アレルゲンの調製法が食品アレルギーの予防食品の開発に応用できること
が強く示唆された。
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