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経口可能な食物アレルギー用生物製剤の開発 

岐阜大学 医学系大学院 病原体制御学 

      講師 福永 肇 

      教授 江崎 孝行   

 4.新技術説明会について（実施後フォローアップ、来年度の実施） 【産連展開部（産学連携支援Ｇ）】  



フィラメント乳酸菌による 
食物アレルギー及びアレルギー疾患治療

への可能性 
 

 
• M細胞株の確立と特徴 
 
• 食物アレルギーモデル 
 
• フィラメント乳酸菌の特徴 
 
・ アレルギーマウスにおける効果 
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従来技術とその問題点 
近年の先進国におけるアレルギー疾患の増加は異常である。 
花粉アレルギー、アトピー性皮膚炎、喘息及び食物アレルギーの
増加に対して様々な原因が指摘されている。特に食物アレルギー
はクリーンな衛生環境が我々の免疫に異常を起こさせているので
はと考えられている。 
 
腸管パイエル板のＭ細胞は腸内の細菌や消化食物の取り込みな
どを介して腸内環境を監視していると考えられている。 
我々は食物アレルギーをM細胞の機能異常として捉え、M細胞に
限局した治療法が必要と考えている。 
しかし、M細胞の研究はパイエル板M細胞が少数であり、機能解
析が十分にできないことであった。 
 
 



粘膜免疫 

胸腺免疫 







 Microanatomical features of M cells. The M cell forms a ‘pocket’ containing 
memory lymphocytes. It actively pinocytoses soluble antigens and phagocytoses 
particulates such as viruses, bacteria and microspheres.   
(Courtesy of Dr Svein Steinsvoll, University of Oslo.) 
 



M-cell (DH cell)  has a possibility to develop to “artificial skin’ 

06-18-2012 
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Nucleus (Blue) 

M-cell  +  anti-LTβR (5 days) 

iBidi 

63 X 



Dynamics of tight junction proteins  
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新技術の特徴・従来技術との比較 
• 我々は世界で初めてM細胞の株化に成功した。このことによりM

細胞の多くの性質が明らかになってきた。これらの知見からM細
胞の機能を微生物で強化することが可能となった。 

 
• 更にM細胞シートモデルを用いた経口薬の評価システムを構築

することによりM細胞に取り込まれた細菌の種類や構造の違いに
よりM細胞に発現する免疫抑制サイトカインに違いがあることが
判明した。 

 
• M細胞に免疫抑制サイトカイを分泌させる乳酸菌は同時にガレク

チン-9を増加させ、更にM細胞内のガレクチン-9を結合した乳酸
菌が腸管粘膜下のIgEと結合する。この結合によりIgEのアレル
ギー機能を不活化させ、食物アレルギーの症状の改善や予防を
目指すものである。 
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M-cell  (5 days)     
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63 X 
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10-10-2011 

M-cell  (5 days)     

   

LTβR (white) 

63 X 

Galectin-9 ; red 

No-anti-LTβR 

C. jejuni 81-176  
(37C,1h.5%CO2) 

Campylobacter  (-) 

Campylobacter  (+) 



10-10-2011 

M-cell  (5 days)     

   

No Beads   

Beads  (+) 
(1um FITC Beads) 

LTβR (white) 

(37C,20h.5%CO2) 

63 X 

Galectin-9 ; red 

No-anti-LTβR 



M cell Invasion assay on Transwell & anti-LTβR 

(37C,.5%CO2) 

 54.70  111.02  

  10.41    12.23  

M cell 

Ty21a 

 56.67  

15.27  

Filament form Lactobacillus TGFβ1  

Total 121.43ng/ml 66.93ng/ml 71.94ng/ml 

55.24 

NC GTC01714 GTC14773 



M-cell  +  anti-LTβR (5 days)     

   

  (-) 

Ty21a  (+) 

Galectin-9  
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(37C,1h.5%CO2) 

63 X 



食物アレルギーモデル 
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フィラメント乳酸菌 



乳酸菌 

図3 

フィラメント乳酸菌（44℃） フィラメント乳酸菌（37℃） 

ＬＧＧ 



図4 乳酸菌を30℃から50℃まで培養した顕微鏡写真 

30℃ ３７℃ ４０℃ ４２℃ 

４４℃ ４６℃ ４８℃ ５０℃ 

No growth  





 ガレクチン-9を結合するフィラメント化したLactobacillus  casei  

Galectin-9 conjugated Alexa 594 



04-25-2014 
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想定される用途 

• 食物アレルギー患者のアレルギー抗体である
IgE抗体を低下させ、QOLの改善を図る。 

 
• アトピー性皮膚炎患者のQOLの改善 
 
• 花粉アレルギー患者のQOLの改善 
 



アレルギーマウスにおける効果 



07-29-2014 

Mouse Peyer’s patch After 3 weeks sensitize with OVA 

Merg 



OVA-IgE mouse   

22.8% 

（フィラメント乳酸菌カプセル）               
（1g/day  21日間） 

処置なしの 
対照マウス 

100% 

（フィラメント乳酸菌投与３週間後のIgEの変動）   

ＯＶＡ感作マウス （フィラメント乳酸菌を投与した後のパイエル板でのガレクチン-9の分布） 

図8 

 フィラメント乳酸菌を投与し
たマウス 

赤色： ガレクチン-9 

緑色： ＧＰ２ 

青色： 核 

OVAで感作したアレルギーマウス 
対照マウス 

アレルギーモデルマウス 

動物実験 



31 

実用化に向けた課題 
• M細胞シートモデルを用いた経口薬の評価システムでアレ

ルギーを抑える最適な乳酸菌等を選択することが可能。 
 

• 食物アレルギーを持つ患者さんは子供さんが中心になる
ため、カプセルの粒を可能な限り小さくし、子供が飲みやす
いカプセルに作り上げる。 
 

• 食物アレルギー患者の方にボランティアをお願いし、実際
に乳酸菌カプセルを摂取して頂き効果を調べる必要がある
（AMED研究に採択）。更に製品化に向けた研究開発のた
め企業からの資金が必要である。 
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企業への期待 
• 日本の子供の5%に食物アレルギーがあるとして試算する。子供人口 

1649万（総務省が「こどもの日」に合わせて４日に発表した４月１日現
在の15歳未満の子供の推計人口は、前年より15万人少ない1649万
人だった）の5%は82万人となる。１日１カプセルを３カ月飲むとすると１
カプセル100円で82万人では約７4億円となる。アメリカの子供の人口
は０～９歳まで4000万人、10％が食物アレルギーだとすると400万人
が対象になる。同様な計算をすると360億円が最高に見積もった経済

価値と考えられる。ヨーロッパにおいて具体的な子供の数を把握できな
いがアメリカと同様な数値が見込まれる。よって市場としては800億円
と算定される。 

   このように予想される市場が存在するが、食物アレルギーの原因が 
   不明であるため医薬品開発が遅れている。 
  M細胞シートモデルを用いた経口薬の評価システムで経口アレルギー       
  薬の開発が可能となる。 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称： IgEを結合するフィラメント乳酸菌 
• 出願番号 ： 特願2014-161001 
• 出願人 ： 岐阜大学 
• 発明者 ： 福永肇、江崎孝行 

 
• 関連特許 
特許5197880 「人工皮膚シート」     福永肇      
国際特許PCT/JP2013/60312 
 
特許5420791「サルモネラ菌とシート状M細胞」 福永肇、江崎孝行 
国際特許PCT/JP2014/068671 
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お問い合わせ先 

岐阜大学 

知財マネージャー 小田 博久 

 

ＴＥＬ ０５８－２９３ － ３３４８ 

ＦＡＸ ０５８－２９３ － ３３４６ 

e-mail odah＠gifu-u.ac.jp 
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