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企宜主

陸療に役立つ経口ワクチン米の開発について

高岩文雄キ・ j青野 宏持*

〔キーワード〕 花粉症，感染症，コレラ毒素，組

換え米，経口ワクチン，粘膜免疫

はじめに

近年，新型インフルエンザ，エイズ¥ノロウイル

ス，結核，コレラなどの新興・再興感染症の顕在化

や，花粉症をはじめとするアレルギー患者の増加が

危倶されている.こうした感染症やアレルギー疾患

では，原因となる病原体やアレルゲ、ンなどの抗原、が

口や鼻などを入り口として呼吸器・消化器粘膜組織

から侵入し，病気を誘発する.一般に，こうした疾

病に対して，病原体を不活化あるいは弱議化したワ

クチンが用いられてきた.しかしこれらのワクチン

は高い免疫原性を示すが，一方で後者については希

に病原性が復帰するなど危検性もある.そこで，ワ

クチンの開発は，安全性を高めるため，組換え技術

を用いて病原体の一部(坑原ドメイン)を用いた組

換えサブユニットワクチンの開発が現在，活発に進

められている.

ワクチンは通常，注射によって投与され，体の中

に免疫を効果的に誘導する.つまり，注射を通じた

投与では，全身系における防御免疫や感作を効果的

に誘導できても，病原体ゃ抗原の入り口(初発感染

部位)である粘膜に存在する免疫を通じた防御はで

きず，特に感染症の場合には，感染陸止としづ予防

の効果は低いと予想されている.呼吸器や消化器の

粘膜には，柔軟かっ巧みに誘導制御されている粘膜

免疫機構の存在が明らかとなり，吸入・経口抗原に

対して有用性と有害性を識別して，積極的免疫応答

と寛容を駆使して第一線のバリアとして働いてい

る (Yukiand Kiyono 2009). この粘膜免疫を誘導

させる為には，抗原を経鼻・経口など経粘膜投与す

ることが重要で，さらにこの免疫法で全身免疫も誘

導制御できる.こうした状況から，粘膜免疫のみな

らず全身免疫を誘導可能な粘模免疫機構を利用で

傘躍を業生物資源研究所 (FumioTakaiwal 

"東京大学 医科学研究所 (HiroshiKiyonol 

きる経口ワクチンが注目されているけ青野 2001)

しかし，ワクチンを経口投与する場合，粘膜免疫を

誘導fljlJ1却する免疫担当細胞が集積している腸管関

連リンパ組織 (GALT) に到達する前に，腎内にお

ける強酸下の環境やペプシン等の消化酵素により

分解を受けて，抗原特異的免疫反応を的確立つ有効

に誘導することはできないことが多い.従って，一

般に経口型のワクチンとする湯合，特にサブユニッ

トタイプや精製抗原投与の場合には極めて大量な

ワクチンを必要とする可能性など課題が多く，実用

化されているものは極めて少ない.

植物を用いたワクチン産生

1990年代から櫛物分野では，分子農業として，植

物でワクチンを産生して精製することなくそのま

まの形で投与する「食べるワクチン (ediblevaccine) J 

が新しい経口ワクチンとして注目されてきた

(DanieIら 2009).その利点は，値物細胞に特異的

に存在する締胞獲が腎液に対する前御壁として機

能して分解を免れ，腸管に存在する GALTに代表さ

れる各種粘膜関連リンパ組織 (MALT) に運ぶこと

ができ，抗原特異的免疫応答の惹起が可能なこと，

抽出・精製を行う必要がなく，安価に生産できる点

にある (Streatfield2005)ーさらに，従来の締組培養

装置でのワクチン産生で問題になっていた目指乳類

細胞に由来するヒトに感染するウイルスやプリオ

ン，大腸菌や酵母:等で生産する際i習題になるエンド

トキシンの混入がなく安全でもある.

しかし，植物の核ゲノムにワクチン遺伝子ーを導入

した組換え作物において 一般に葉や茎，根等の増

殖組織に蓄穣させた場合，目的タンパク質の蓄積レ

ベルは実用化の目安とされる抽出タンパク質の 1%

以下のレベルが多く，有効性が期待できるものは少

ない.また，たとえ発現が高い組換え体が得られて

も，こうした組織では，成長や収穫量への影響が見

られることが多い，さらにp 発現レベルが生理的条
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ftl二で著しく変化することから，発現レベルの変化を

し、かに少なくするかが，実用化の過程で問題となる.

そこで我々は，実用的な経口ワクチンを陪発する

ために，外来遺伝子産物を高度に窓生で、き，しかも

大量に害積させても植物の成長や種子生産量に悪

影響を及ぼすことの少ない，栄主主成分の貯蔵組織と

して特化して種子へ特異!3":Jに蓄積を進めることと

した.さらに導入する種子として，アジアの多くの

国々の主食であるコメ(イネ種子)に注目した.ま

ず，イネ律子の可食部である経乳で、特異的かっ高度

に発現している遺伝子のプロモーターをi耗離して，

ワクチン抗原、遺信子をイネの積子に特異的に発現

させる系を開諮した (Quand Takaiwa 2004). 

さらに，発現させた目的遺信子産物を高度かっ安

定的に蓄積させるために，上手に転写:を高めるのみな

らず，転写産物の安定性，種子貯蔵組織に特異的に

存夜するタンパク質頼粒への輸送や集積，種子発現

に適した導入遺伝子のコドンの最適化等，多くの外

来遺イ云子産物量に影響する分子パラメーターを調

整してきた (Takaiwa2007).また発現量を高める

ため，貯蔵タンパク質の低下した宿主の利用も国っ

手重子細胞は2重の殻

からなる自然の微小生
物カプセル
(綿胞監と蛋白質頼粒)

てきた.

種子中にワクチン抗原等の外来産物を蓄積させ

た場合，穂子の完熟過稜でアブシジン酸によって誘，

導され，休眠や乾燥耐性に関わる LEA蛋白賞等の

{動きにより，脱水した状況で、蓄積されることから，

他の植物組織での蓄積と異なり，プロテアーゼ等の

加水分解酵素による分解を受けず，室tr'nL下で数年間

の長期保存が可能となる.この室慌での長期保存性

や，種子本来の直接に経口投与できる利性は，従来

の医薬製剤としてのワクチンの輸送や蓄積に不可

欠な冷蔵保存(Cold-chain)や注射接穫を必要としな

いことから，使いやすく，安全で，低価格に提供で

きるという点で，発展途上国で必要とされるワクチ

ンを用いた感染症対策にとって極めて重要である.

さらに， f他也のl他直4初車組且前織l安在には通?常百古，見らjれもない貯蔵蛋

白質が蓄J積責されている蛋白質~Q!

j定玄的かつ高度に蓄積が可能になり，種子や穂子粉末

(匹乳細胞)の形で経口投与した場合，消化酵素への

酎↑生も高まる.特にイネ1重子に見られるノト抱体由来

の蛍白質頼粒に蓄積させた場合，消化酵素への耐性

に鰻れており，粘膜免疫誘導組織であるパイエル板

ー .}- + +十+十+ ペプシン

胃酸や胃や腸の消化

酵素に対する耐性

蛋白穎粒の形でM

細胞に取り込まれる

抗原提示細胞に抗原

提示(免疫反応)
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図] 滋子紛!胞を介した経口ワクチン
ワクチン抗原を小Jl包休由来の蛋白質駁粒 (PB-O，こ主主桜させることで，経口から投l子しでも消化醇素に分解さ
せることなく P 効率良く GALT{こJ鍛送することが可能になる E
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の上皮細胞層に存在し，蛋白質頼粒などの取り込み

機能を有するバイエノレj、反の M 細胞を通じて，その

下ifliに存在する抗原提示制IIJI包に提示され抗原特異

的免疫応答が開始される.実際，ワクチンを含む小

胞{本由来の蛋白質結粒が GALTの抗原の取り込み

出IIIJ18である M ~:IIIJl包から取り込まれていることが観

察されている (Nochiら 2007).すなわち，蛋白質

頼粒はワクチンを醤積・ jlJ~送するための優れた経!二!

デリパリーシステムとして利用できる.

安企|民蛋白質頼粒への蓄積の有効性に関して，抗

j京蛋白質と小Jl包体由来の蛋 I~J 質願粒に蓄積させワ

クチンとして経口投与で比較したところ，後者の上場

合， 20f音以上に低濃度にしても有効であることがマ

ウスでの試験で確認されている (Takagiら 2010). 

コメ型経口ワクチンの開発

MucoRice-CTBの開発

ワクチンが医薬製剤である事を背景として，当初

の植物を使った「食べるワクチンjという雑念、から，

経 I~ 医薬製剤としての「経!こi ワクチンj としての応

用化が進んでいる.開発途上国において継続的な問

題となっているコレラ憶による下痢患者は，世界で

180万人が様態し 27万人が毎年先亡している.コレ

ラ菌による重篤な下痢症は同病原体が産生するコ

レラ毒素 (CT)により引き起こされ，それに対する

中和拭体を的確に誘導する事で下痢発症を抑制す

る事が出来る.

そこで，同毒素の街主紬胞への侵入タンパク質で

あり，かっ毒性のない Bサフゃユニット (CTB)をワク

チン抗原として，コメの貯蔵タンパク質発現・集積

システムを利用して発現させたコメ型ワクチン

(MucoRice-CTB)は，常温で 3年間以上，発現量及び

免疫誘導能とも安定で，且つ消化酵素であるペプシ

ンに対して耐性を示した.つまり， MucoRice-CTB 

を経口ワクチンとしてマウスに投与すると，同毒素

に対する中和効果を有している抗原特異的分泌型

IgA抗体と IgG抗体が，路管粘液中と lITI清中に各々

誘導された (Nochiら 2007，Tokuharaら 2010)

実際lこ， MucoRice-CTB経口投与群では，コレラ

陵やコレラ毒素を暴露しても，まったく下痢症状を

誘発せず，一方，通常米投与群または非免疫群では，

重篤な下痢症状がTiな認された.さらに，ヒトに近い

霊長類のサルを使った実験においても，経口ワクチ

ンとしての MucoRice-CTBの有用性が確認されて

いる (Nochi ら 2009). これらの結来は MucoIミice

が注射器や冷蔵保存が不要なワクチンであること

を示しており，今後の実用化が期待される.

MucoRiceシステムは，コレラワクチンとしての

有用性の他，コレラ毒素と類似、の細菌性毒素である

大腸菌易熱性毒素により発症する旅行者下痢症へ

の応用も期待できる (Tokuharaら 2010).大Jl易菌易

熱性75素による下痢症及び旅行者下河、Ul京湾、者の場

合は世界で年間約 2{怠人が惟j志しており 5歳以下心〉

子供 40万人が死亡している.さらに，我が匝も含

めて問題となる重篤なJl易管感染疾患、としてのノロ

ウイルスワクチンなどへの応用性も期待される

スギ花粉症緩和米の開発

コメ型ワクチンの理論と技術は感染応対策の経

口ワクチンだけではなく，アレルギーをはじめとす

る各種免疫疾患に対してもその芯用性が期待され

ている.ス.ギ花粉症は関民病ともいわれ，現在 26%

もの国民がA陪J也、している IgEを介する l型アレル

ギー疾患である.その原因としてスギ花粉中の酵素

活性を有する Cyrj 1および 2が主姿アレルゲ、ンと

なっている.

そこで，ダイズ貯蔵蛋白質グリシニンの可変領域

に，これら抗原から由来するスギ花粉症モテ、ルマウ

スとして用し、たBALB/cマウスの主要なす細胞のエ

ビートープペプチド(2種類)を挿入し，融合蛋白

としてイネ種子!l壬乳に特異的に発現させたマウス

用スギ花粉アレルゲンペプチド発現米が開発され

た.この組換え米をそデ、/レマウスに事前に長期間経

口投与した結果，抗原特異的 Th2細胞による IL-4

などの Th2型サイトカインの産生抑制J， IgE i室生応

答持制，ならびにヒスタミン分泌抑制を誘導するこ

とができ，結果的にアレルギ一応答を抑制でき，く

しゃみといった症状も緩和されることが明らかと

なった(百kagiら 2005a). 

これも， I'，li!l莫免疫機慌の有している経口免疫寛容

というシステムをターゲットとし，新規経口抗原デ

リパリ一法としてのコメ発現系の有用性を示して

し、る事例である

そこで，このう沼見をもとに，ヒト型の花粉症緩和

米の開発も進められた. Cry j 1および 2から由来

するそれぞれ 3個および 4個の主要な T細胞エピ
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トープを連結した 7Crpペプチド(96アミノ酸残基)

遺伝子を人工合成し，臨乳特異的に発現させ小抱体

由来の蛋白質穎粒中に特異的に蓄積させた組換え

イネが作出された (Takagiら 2005b). 

さらに，これら主要なT細胞こにピトープだけでは

カバーできない患者のために， Cry j 1および 2全

領域を導入した花粉症緩和米の開発も行われてい

る.7陀Cr中pベプチド

の分祈が行われ，アミノ酸組成やビタミンやミネラ

ノレ等のミクロ成分について非総換え米と比較して

実質的差異がないこと (Takagiら 2006)，またマウ

スやサノレでの単回や距慢性毒性試験やラットを用

いた生殖発生試験で両者の米を経口投与し，存意の

差がないことが明らかにされた (Domanら 2009). 

また環境安全性に係る生物多様性影響試験におい

ても 7Crpペプチドの影響は認められなかった.

コメ型経口ワクチンの実用化にむけて

免疫学と農学が融合する事によって， i食べる米j

としづ既成概念から新しいワクチン生産，貯蔵，投

与体としての「医薬米j としづ概念のもとに国民

の健療を守る為へのコメの有用という新時代が動

こうとしている.

今後，米より精製せず直接摂取する「経口ワクチ

ン米j を筏薬品として開発していく場合，イネ栽域

から最終的な医薬品の剤形として考えている粉末

錠剤や医療用パック米に至る一連の製造工程につ

いては， GMP (医薬品等の品質管理基準)に準拠し

た品賀の管理・保持，有効成分の規格基準作りなど

を擁立する必婆がある.特に種子に蓄積される品質

(ワクチン抗際)のばらつきを機カ少なくする栽府

方法や槌物特有の糖鎖修飾の問題を解決しなけれ

ばならない.また安全性試験や安定性試験などの前

鵡床試験，さらにとトでの臨床試験での有効性，安

全性など多くの段階をクリアする必要がある.

医薬品生産のための組換え作物の栽培に関

しては，従来の農業形質の紐換え作物以上に生態系

への影響および食品への混入に十分注意しなけれ

ばならない.確実な方法は，閉鎖系温室や特定網室

を用いた物理的封じ込みを通じた花粉の飛散の防

止である.植物工場の人工気象環境下で'7Jc耕栽培を

行えば，医薬成分のばらつきも少なくなる.しかし，

花粉症緩和米のような大量の米の栽培が必要な場

合は，ほ場栽培での医薬品生皮がも視野に入れ，花

粉の飛散による交雑を完全に防ぐため，非組換えの

イネと隠離した栽培，閉鎖花といった生物特性の利

用，識別のための色素(務色粒)形質の導入などを講

じる必要がある.
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