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★新技術の特徴

・新生児の免疫機能促進剤としてのCCL25の利用

・
未熟児の免疫機能促進剤としてのCCL25の医薬品
の開発

・
老齢者へのCCL25の精製技術および医薬品あるい
は補完剤（サプリメント等）の開発

★想定される用途

・
新生児の免疫機能発達促進効果を目的とした粉ミル
クへの添加剤

・
低体重児（未熟児）の免疫器官および免疫機能発達
促進剤

・老齢者の腸管免疫機能促進剤（サプリメントを含む）



研究①

新生児の免疫機能促進剤の開発
に関する臨床応用研究

１、母乳中CCL25含有量と新生児のアレルギー
疾患発症との関係の解析
（疫学研究とのコラボレーション）

２、未熟児の免疫発達に対する母乳中CCL25の
役割に関する研究



母乳中にケモカインの一つで、胸腺や小腸で免疫細胞の誘引作用
を担っているCCL25が存在することを、世界に先駆けて発見。

母乳中に含まれるCCL25が、新生児の免疫機能の
発達に関与しているかどうかを解析。

新生仔マウスの人工哺育試験

CCL25含有人工乳を用いた

マウス新生仔の人工哺育
実験を用いて検討

研究背景①



CCL25添加人工乳と非添加乳を投与した新生仔を
比較した結果、 CCL25添加人工乳の投与によって、

以上の人工哺育実験の結果から、母乳中のCCL25

は、新生仔の免疫器官とその機能の発達に重要な
役割を果たしていることが示唆された。

研究結果①

１、成長（体重の増加）が促進される傾向を示した。
２、胸腺および脾臓重量が母乳哺育群と類似した結果を示した。

３、胸腺内の免疫細胞の数および割合が、母乳哺育マウスと同
様の結果を示した。

４、小腸内のIgA産生細胞数が顕著かつ有意に増加した。
５、小腸内の内因性CCL25の発現が母乳哺育群と同様の時期に
見られた。



母乳は免疫発達に不可欠。

新生児期の免疫発達が不十分であると、新生児期以降に
アレルギー疾患を発症するリスクが高まる。

母乳中にアレルギー疾患の原因として、母乳中に含まれる
CCL25が関与している可能性。

0.39

初乳

ヒトを対象とした母乳中CCL25含有量解析

初乳・常乳ともに母親ごとに濃度が大きく異なる。

研究背景②



研究目的②

母親ごとのCCL25濃度の違いが子の免疫発達に影響を与え、
アレルギー疾患の発症につながっている可能性。

研究目的①

母乳中CCL25濃度と子のアトピー性皮膚炎（AD）発症と
の関連を検討。

研究目的②

母乳中CCL25濃度と子のアトピー性皮膚炎（AD）と正の
相関があるケモカインとして、血中CCL17濃度との関連
を検討。

千葉大学医学部小児病態学教室
下条直樹教授との共同研究



葛飾赤十字産院で正常分娩あるいは帝王切開し、離乳までの
生後４か月間、完全母乳哺育した母親とその子を対象に母乳を採取。

生後０日 生後１か月
母乳採取

生後５日

生後４か月
離乳

生後９か月

初乳 常乳

離乳後

離乳後入院時

アンケート

 母親を対象としたアンケート調査

アレルギー疾患の既往症等を調査。

 母乳採取とアッセイ

生後５日以内の初乳、生後１か月目の常乳を採取。
その後、ELISA法を用いて乳清中CCL25濃度を測定。

AD検診
血中CCL17

濃度の測定
 幼児を対象としたAD検診、血中CCL17の測定

千葉大学で実施。生後９か月の幼児を対象にAD検診、
採血を行い、血中CCL17濃度を測定。

母乳採取

材料および方法②



研究目的③

研究目的③

未熟児を出産した母親の母乳中CCL25およびその他のサ
イトカイン・ケモカイン類の解析及び母乳中CCL25濃度と
未熟児の胸腺および免疫機能発達との関係の解析

千葉大学医学部小児病態学教室

下条直樹教授との共同研究が決
まっているが、まだ研究はスタート
していない。



そこで、これら３つの課題について
関心のある企業との共同研究を進
めることを希望しています。

以上の３つの課題について研究を進めること
で、ヒトの新生児アレルギー疾患発症抑制剤や
未熟児の免疫器官および機能発達促進剤など
のCCL25関連の医薬品やCCL25補完剤、粉ミル
ク等の開発につながると考えています。



老齢者の免疫機能促進剤の開発
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研究②



背景および研究目的

腸管で主に発現するケモカインとその
レセプターの加齢による変化と、腸管
免疫機能への影響について検討。

加齢による
腸管免疫機能の低下

加齢による腸管内の
ケモカイン発現の変化

？

新生児：出生後から免疫機能が発達

老齢者：新生児とは逆に、加齢に伴って免疫
機能が低下



蛍光免疫染色法による組織染色

…小腸のIgA産生細胞数、CCL25の局在

リアルタイムPCR法による
遺伝子発現比較
…小腸および大腸の CCL25、CCL28 および
それらのレセプター、炎症性サイトカイン

実験方法

C57BL/6NCrSlc ♀
12週齢（若齢マウス）
78週齢（老齢マウス）



**：若齢マウスに対して
有意差あり（P<0.01）

*：若齢マウスに対して
有意差あり（P<0.05）

若齢マウス 老齢マウス

ケモカイン レセプター 炎症性サイトカイン
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加齢による小腸内の遺伝子発現の変化

TNF-α IFN-γ

結果１



**：若齢マウスに対して
有意差あり（P<0.01）

*：若齢マウスに対して
有意差あり（P<0.05）

若齢マウス 老齢マウス

ケモカイン レセプター 炎症性サイトカイン

加齢による大腸内の遺伝子発現の変化
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ス
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TNF-α IFN-γ

結果２



蛍光免疫染色法 … 小腸のIgA産生細胞数

抗原

B細胞 IgA産生細胞

IgA

ケモカイン
（CCL25 ,

CCL28）

パイエル板

ケモカインレセプター
（CCR9,CCR3,CCR10）

小腸内のIgA産生とケモカインの関係

腸絨毛本研究では、さらに、IgA産生
細胞の加齢による変化を解析。



小腸絨毛CCL25の局在の変化

Young Aged

NC

NC：ネガティブコントロール
（CCL25KOマウス）

結果３



**：若齢マウスに対して
有意差あり（P<0.01）

Young

Aged

細胞数/絨毛面積

**

若齢マウス
老齢マウス

小腸絨毛内のIgA産生および
IgA産生細胞数の比較

結果４

0.1ｍｍ

0.1ｍｍ



Young

Aged

小腸パイエル板内のIgA産生
およびIgA産生細胞数の比較

結果５

細胞数/PP

若齢マウス
老齢マウス

0.1ｍｍ

0.1ｍｍ



CCL25の遺伝子発現

絨毛内のCCL25産生

パイエル板から絨毛へ誘引される
IgA産生細胞数が減少

加齢による小腸内のCCL25の
発現の変化とそれによる影響考察１

絨毛内の
IgA産生細胞数

パイエル板内の
IgA産生細胞数



腸内細菌叢の変化

加齢による大腸内のCCL25および
CCL28の変化とその影響

考察２

小腸

大腸

IgA産生量

IL-6

CCL25 CCL28

CCR9        CCR3     CCR10                        

炎症



１、老齢者の小腸内CCL25発現の臨床学的検査
（医学部あるいは病院との共同研究）

本研究成果をもとにしたヒトの
老齢者を対象にした応用研究

２、老齢者を対象としたCCL25の補完のための牛乳
中CCL25の分離精製方法の確立とその機能性
の検討

すでに、関心のある病院を共同研究先として検討



３、ドラッグデリバリーシステムによるCCL25の腸管

への投与とそれによる腸管免疫機能の改善に
関する基礎研究

上記の４点について共同研究できる
企業とのコレボレーションを希望

４、新生児家畜におけるCCL25の腸管への投与と

それによる腸管免疫機能の改善に関する基礎
研究
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