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はじめに
Abstract
我々は，植物由来の種々の発酵食品から機
抗アレルギー効果の高い乳酸菌としてスク
リーニングされた加熱殺菌Lactobacillus plantarum FG4-4株（FG4-4）のマウス経口投与に
よる抗アレルギー作用およびそのメカニズム
解析を行った。アトピー性皮膚炎モデルマウ
ス（NC/Nga マウス）を用いた経口投与試験
の結果，アトピー性皮膚炎の症状（皮膚症状
スコア，耳介の肥厚および血清中総 IgE）が
有意に改善された。メカニズム解析のために
パイエル板細胞を用いて IgE および各種サイ
トカイン産生能を調べた。FG4-4株投与群は
対照群と比べて Th1 型サイトカイン（IL-12,
INF-γ）を有意に増加し，Th2 型サイトカイ
ン（IL-4）を有意に減少した。その結果，IgE
量の有意な抑制がみられた。また，最近，注
目されている抗炎症性サイトカイン（IL-10）
は有意に増加，炎症性サイトカイン（IL-17）
を有意に減少した。このことから FG4-4株の
経口投与は，Th1/Th2 バランス改善のほか，
複数のメカニズムを介して抗アレルギー作用
を有していることが明らかになった。

能性乳酸菌の探索を試みてきた。その結果，
阿波晩茶から強い抗アレルギー作用の期待さ
れる乳酸菌をスクリーニングすることに成功
した。
近年，花粉症，アトピー性皮膚炎，食物ア
レルギーなどのⅠ型アレルギーに悩まされて
いる人の増加が著しい。アレルギー発症の原
因として，免疫系の T h 1 / T h 2 のバランスが
Th2 に傾きすぎて IgE 産生が増加し，肥満細
胞からのヒスタミンなどの化学伝達物質放出
の亢進によっていろいろなアレルギー症状を
呈するようになることが分かっている。ある
種の乳酸菌は，免疫バランスを調節してア
レルギー抑制効果のあることが報告されて
いる 1)-3)。
本稿では，アレルギー性皮膚炎誘発モデ
ルマウスに F G 4 - 4 株を経口投与してアレル
ギー抑制作用とそのメカニズムについて調
べたので，これまでに明らかになったこと
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タとして用いた皮膚スコア，耳介部の肥厚及

を紹介する。

び血中総 IgE 量は cont 群に対して明らかな抑
制効果が認められた（図1，図2）
。皮膚スコ

1. 実験方法

アにおいて試験開始 4 0 日目に c o n t 群で耳介
部の発赤，出血，浮腫，皮膚欠損，頭部の脱

1）使用菌株
Lactobacillus planntarum FG4-4株（FG4-4）

毛，皮膚の乾燥及び発疹が確認されたが，

を使用した。M R S 培地で培養後，菌体を洗

0.05 ％群および 0.5 ％群ともこのような症状

浄，凍結乾燥を行い，121 ℃，15 分間加熱処

は認められなかった。その後も両投与群は，

理したものを経口投与試料に用いた。

cont 群と比較して試験終了まで有意な抑制が
見られた。耳介部の肥厚においては，試験開

2）使用動物と投与スケジュール

始 4 7 日目から c o n t 群で増加が見られた。し

N C / N g a 雄マウス6週齢を使用。投与群は

かし，投与群では増加の程度が小さく試験終

FG4-4 不含有餌（cont群），FG4-4 を 0.05 ％含

了まで c o n t 群に対して有意な抑制が見られ

有餌（ 0 . 0 5 ％群），F G 4 - 4 を 0 . 5 ％含有餌

た。血中 I g E 量は c o n t 群では試験開始 4 7 日

（0.05 ％群）の3群とした。餌投与開始 15 日

目から上昇したのに比べて，0 . 0 5 ％群およ

後に塩化ピクリルを用いて初回免疫を，その

び 0 . 5 ％群とも上昇が有意に抑制されてい

4日後より，週1回の塗布により連続免疫を

た。その後も試験終了まで有意な減少が見

行った。

られた。

3）アレルギー症状の測定

2）FG4-4 の経口投与によるパイエル板細胞

皮膚症状は発赤，出血，浮腫，脱毛，皮膚

のサイトカイン及びIgE産生能

欠損，乾燥，発診の5項目について4段階評

試験開始 8 9 日目のパイエル板細胞におけ

価 を し た 。 耳 介 の 肥 厚 は Coolant proof

る I g E 産性能は 0 . 0 5 ％群および 0 . 5 ％群とも

micrometerを用いて測定した。

cont 群と比較して有意な抑制が確認された。
T h 1 型サイトカインにおいては，I L - 1 2 産生

4）サイトカイン及びIgE産生能の測定
投与試験に供した 8 9 日目のマウスを解剖
して小腸より無菌的にパイエル板を摘出し，
単細胞浮遊液を調整して細胞培養に用いた。

能は 0.5 ％群で，INF-γ産生能は 0.05 ％群お
よび 0.5 ％群で cont 群と比較して有意な増加
が確認された。
一方，Th2 型サイトカインである IL-4 産生

培養３日目の各サイトカイン量，14 日目の総

能は con 群と比較して 0.05 ％群では差はなか

IgE量をELISA 法にて測定した。

ったが， 0.5 ％群では有意な減少が確認され
た（図3）
。
また，主に制御性T細胞(Treg)細胞が産生

2. 結果と考察

する抗炎症性サイトカインである IL-10 の産
1）アトピー性皮膚炎の炎症抑制効果
FG4-4 の経口投与によって炎症のパラメー

生量は 0.05 ％群および 0.5 ％群で cont 群と比
較して有意な増加が確認された。炎症性サイ
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図1

The suppressive effect of oral administration of the FG4-4 on atopic dermatitis.
*P＜0.05, **P＜0.01 and ***P＜0.001 vs. control (Student's t-test).
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トカインである IL-17 の産生量は，cont 群と
比較して 0.05%群および 0.5%群とも有意な抑
制が確認された（図4）
。
3）作用メカニズム
得られた成績から FG4-4 のアレルギー抑制
メカニズムとして以下のことが推測された。
FG4-4 はパイエル板の抗原提示細胞である樹
状細胞やマクロファージに貪食され IL-12 産
生を誘導する。そして，この IL-12 は未分化
T細胞を Th1 型細胞に分化させ，INF-γ産生
を誘導する。この INF-γが Th2 型細胞を抑制
し，B細胞の IgE 産生形質細胞への分化を抑
制することで IgE 産生を抑制し，抗アレルギ
ー作用を示す。
また，FG4-4 は Treg 細胞などに作用して抗
炎症性サイトカインである IL-10 産生を誘導
して抗アレルギー作用を示す事が推測され
た。更に FG4-4 は Th-17 細胞を抑制し，炎症
性サイトカインである IL-17 産生を減少させ，
炎症の抑制を誘導し，抗アレルギー作用を示
すことも推測された。
Pessi らはアレルギー児に GG 株を投与する
ことにより血清中の IL-10 が増加し抗アレル
ギー効果が期待されることを報告している 4) 。
また， S e g a w a らはアトピー性皮膚炎誘発マ
ウスに S B C 8 8 0 3 株を経口投与することによ
り，症状が軽減し，パイエル板細胞での IL-

図2 Symptom of dermatitis in NC/Nga mice.
(A) Control group，(B)0.05% FG4-4 containing diet
fed Group,（C）0.5% FG4-4 containing diet fed group

1 0 が増加したことを報告している 5 )。また
K o g a らはアトピー性皮膚炎症状の悪化時に

おわりに

Th-17 細胞数が増加していることを報告して
FG4-4 株の抗アレルギー作用をマウス経口

いる 6)。
FG4-4 の抗アレルギー効果と各種のサイト

投与で明らかにした。現在，Ⅰ型アレルギー

カイン産生能はこれらの報告を支持するもの

は T h 1 / T h 2 バランス説が主である。しかし，

である。

アレルギー発症はアレルゲンの種類や個体差
などによって大きく異なってくる。このこと
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図3 Effect of oral administration of the FG4-4 on the abilities of various cytokine and IgE productions of Peyer's
path(PP) cells. The concentrations of cytokines and IgE antibodies in the supernatant were determined by ELISA.
*P＜0.05, **P＜0.01 vs. control (Student's t-test).

は，Th1/Th2 バランスだけでなくその他の炎

ギー症状が改善されていることを示唆してい

症に係わるサイトカインも強く関与している

る。以上のことから FG4-4 株はヒトだけでな

ことは十分に予測できる。FG4-4 株の経口投

くペットを含めた広範囲のアレルギー症状の

与で Th1/Th2 バランス改善以外に，抗炎症性

改善効果に期待がもてるものと思われる。

サイトカイン(IL-10)の産生能を高め，炎症性
サイトカイン(IL-17)の産生能を抑制している
ことは，複数のメカニズムが関与してアレル

5 (1210)

謝辞
本研究にご指導とご協力を頂いた信州大学

アレルギーの臨床31(14), 2011

Ain6̲1112s̲P86〜87アレ寄せ3 11.11.30 2:37 PM ページ 6

「アレルギーの臨床」に寄せる

図4. Effect of oral administration of the FG4-4 on the abilities of IL-10 and IL-17 productions of Peyer's patch(PP)
cells. The concentrations of cytokines in the supernatant were determined by ELISA.
*P＜0.05,**＜0.01 vs. control(Student's t-test).
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