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「母親の乳酸菌摂取は母乳晴育による経口免疫寛容の誘導を増強する」

0青木 亮1・木津久美子2・慶瀬j閏子3・成田宏史2

(1グリコ乳業胸中央研究所京都女子大学家政学部滋賀県大-生活栄養)

し はじめに

母乳晴育が児にとって栄養学的な点のみならず，免疫

学的にも，また母と子の愛情形成といった点からも有用

であることは明らかである。しかしながらアレルギー疾

患との関連においては，母乳暗育がアレルギー疾患の発

症にj印制的に働くのか，リスクファクターとなるのかに

ついては未だコンセンサスが得られていないのが現状で

ある。特に先進国においては，母親が食べた食物タンパ

ク質が母乳中に移行して子供に対するアレルギー感作が

成立しているのではないか，との懸念があり，母乳噌育

の妨げとなっている。

我々はこれまでに，母乳中には食物抗原が分泌型 IgA

との免疫複合体 (ImmuneComplex: IC) として存在し

ていると言う発見に端を発し1)，母乳は食物アレルギー

予防の天然、の飲むワクチンであると苦う説を提唱してき

た2，3)。本稿ではその概要とブロバイオティクス乳酸菌

摂取との関わりを総説する。

2. 母乳とアレルギー

母乳中にはアレルギーの感作や寛容に関係する多数の

因子が存在しており，これらの因子の相互作用やバラン

スが子供のアレルギー疾患の発症に関係していると考え

られている4) (表 1)。以下に母乳中の抗原および抗体と

子供のアレルギーの関係について述べる。

母乳中には母裁が摂取した食物由来のタンパクが ng-

μg/mlオーダーで検出される。検出されるタンパク質と

しては卵白・牛乳-小麦由来の場合が多いが，これは母

親の摂取量に比例しているものと考えられる。日irose

らわによると，卵白の主要なアレルゲンであるオボムコ

イドに対するモノクローナル抗体を用いた分析の結果，
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表 i 母乳中に存在するアレルギー誘導物質と抑総物質

誘導物質 抑制物質

タンパク質 感、作抗原 寛容抗原

抗体 sIgA 

サイトカイン IL-4 TGF-s 
IL-5 可溶性CD14

IL-13 

ケモカイン RANTES 

IL-8 

勝防酸 n-6系列 n-3系列

その他 ポリアミン

糖タンパク質であるオボムコイドが高次構造を維持した

まま，また糖鎖をつけたまま母乳中に分泌されているこ

とが確認されている。このことから母乳中の抗原はかな

り未変性状態を保ったまま分泌されていると考えられ

るお。

母乳中の抗鹿が子供のアレルギーの発症にどのように

関係しているのかは明らかにされておらず，過去，紅

娠・授乳中の予防的験去食によってアレルギーの発症を

防ぐ試みがこれまで操り返し検討されてきたが，子のア

レルギ一発症率が下がるというエピデンスは得られてい

ない。さらに近年，アトピー性皮膚炎に関しては，食物

アレルゲンへの暴露は経口的経路よりも経皮的経路を考

恵する方向に額いてきている九このような情況から，

2005年の日本食物アレルギー診療ガイドラインでも妊

娠・授乳中の母親のアレjレゲンの予跡的除去は推奨しな

いとの立場をとっており 6) また世界的にも同様であ

る7)。

さらに，母乳中の抗原によって仔のアレルギー性気管

支炎が抑制されるとの報告もされており 8)，生理的条件

下においては母乳中の抗原が感作ではなくむしろ寛容誘

導に寄与している可能性も指摘されている(図 19))。

母乳中には IgAの2最体に SecretoryComponentが

結合した分泌型 IgA(secr巴toryIgA: sIgA)が含まれて

おり，一般的に sIgAは病原菌やウィルスなどの拡原の

排除に働き，感染症に対して予跡的に働くと考えられて

いる。 sIgAとアレルギーとの関係については，

Machitingerらの報告10)によると，sーラクトグロプリン
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国 f.授乳中に摂取した抗原によって TGFイ依存的に調
節性T細胞が誘導され，アレルギー性気管支炎を
予防する。

に対する特異的 IgAを多く含む母乳を飲んでいる子供

は皮膚炎の発症率が低かったと報告しており，母乳中の

sIgAは消化・吸収の未熟な乳児において食物抗原の排

除機能を果たしているものと考えられている。

3. 母乳中の抗原一IgA免疫複合体

タマゴの主要なアレルゲンであるオボムコイド (OM)

が，母乳中でどのような状態で存在しているのかを検討

した。ヒト母乳をゲルクロマトグラフィーにて分画し，

溶出問分について ELISA法にて OMの検出を行ったと

ころ，遊離 OMの分子量 (28kDa)の甑分には検出さ

れず， 450 kDa付近の画分に検出された(図 2)0 sIgA 

の分子量は約390kDaであるので， 1分子の sIgAに2

分子の OMが結合したものとほぼ等しい備になる。そ

こで抗-0拡抗体と抗-IgA抗体を用いたサンドイツチ

ELISA (鴎 3)によって OM-IgA免疫複合体を検出し

たところ， 0却の検出パターンと一致した1)。また，そ

の後の解析により母乳中には，オボアルブミン

(OVA) ，カゼイン， βーラグトグロプリン，小麦グリア

ジン，ソパ，ピ…ナッツ由来の食品タンパグ質も sIgA

との免疫複合体を形成していることが明らかとなってい

る3)。

腸管免疫においては小腸のバイエル桜が中心的な役割

を担っており，その中の M細胞は抗原の取り込みを行

っているとされる。近年， M細胞がトランスサイトー

シスにより IgA免疫複合体を効率よく体内に取り込ん

で，未熟な腸管免疫系の成熟や特異的な IgAの産生を

促進させること11)，さらに M細胞が IgA受容体を発現

していることが報告されている12)。一般に外分泌中の

IgAの投割は病原体や食物抗原の排除であるとされてい

るが，これらの報告は生体が抗原を ICという形態で積

極的に取りこんでいることを示している。つまり，母乳
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中の ICが乳児に対して何らかのポジティブな役割を果

たしていることが子予想された。

4. 外分泌液中の免疫複合体の生理学的意義

そこで，母親のアレルゲン摂取が子供の免疫寛容にど

のような影響を及ぼすかを検討した。食餌中のタンパク

質が卵白由来のみの E群，牛乳由来のみの M群に分け

てBalb/cマウスを飼育した。各群から生まれてその母

乳のみで育った 3週齢の仔マウスに Alumをアジュパン

トとして OVAで感作後， OVAを経口投与もしくは尾

静脈投与することにより下痢もしくはアナフィラキシー

ショックを誘発させると， E群において両症状の抑制が

観察された。このとき， E群では血i背中の OVA，OM

特異的 IgGl，IgE産生，さらには牌臓培養細胞の OVA

刺激による IL-4産生も抑制されていた13)。つまり，母

親が摂取していたタンパク特異的にその母乳を飲んだ乳

児に経口免疫寛容が誘導されたことが明らかとなり，母

乳中のアレルゲンもしくは sIgAとの免疫複合体を子供

が摂取したことにより寛容が誘導されたと考えられた。

Mantisらの報告によれば，ヒトの sIgAがマウスの

M細胞に接着することが示されている12)。このことか
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図4 母乳中の食品タンパク質 IgA免疫複合体の意義

ら，ヒトの免疫複合体もマウスに取り込まれ，免疫系に

影響を及ぼすことが予想された。我々はヒト唾液中にも

食品タンパク質が IgA免疫接合体として存在している

ことを明らかにしているので，ヒト唾液をゲjレろ過し，

OVAのICが検出される極分を分取，濃縮して IC画分

とし，これを 8週齢の Balb/cマウスに 6日間経口投与

した。その結果， IC投与群ではこの IC極分に含まれる

等量の OVAを単独で投与した対煎群と比較して，有意

にOVA特異的 IgG1産生が抑制されていた14)。よっ

て，母乳や唾液中に存在する ICに食物アレルギーに対

する“天然の欽むワクチン(図 4)" としての機能があ

る事が明らかとなった。

またこの応用として，マウスモノクローナル IgAと

OVAを化学的に結合させた pseudo-ICをマウスに経口

投与した場合にも遊離 OVAのみの経口投与より強い免

疫寛容の誘導が確認された15)。より安全な寛容誘導の

ための新たなドラッグデリパリーシステムとしての IgA

免疫複合体の利用に期待が持たれる。

5. 免疫複合体とプ口バイオティクス

プロバイオティクス乳酸菌が免疫調節作用を持つこと

は広く知られている。 Kalliom誌iらは妊婦'および乳児

にプロバイオティクスを投与することによってアトど一

性皮膚炎の発症率が低下することを報告しているが，そ

の際妊婦の母乳中の TGF-s2がプロバイオティクス投

与群においてプラセボ投与群ーよりも分泌量が増加してい

たことが示されている16，17)。また，分娩 1ヶ月前からプ

ロバイオティクスを投与すると，プラセボ投与群と比較

して母乳中の IgA検出率， IgA濃度が増加すること，

また母乳中の TGF-仰の濃度が上昇したことが報告さ

れている18)。そこでプロバイオティクス乳製菌の妊

娠・授乳中マウスへの投与が母乳中の IgA免疫接合体

の分泌に与える影響について検討を行った。

妊娠 Balb/cマウスを卵白タンパク質を含む餌で餌育

し 2群に分けた後試験群には Lactobacill附 gasseri
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GCLl355株の凍結乾燥粉末を混関投与した。分娩後，

母乳中の IgA免疫複合体を測定したところ，乳酸菌投

与群では対照群に比べて OMおよび OVAのIgA免疫

複合体の濃度が有意に上昇していた。また，盲腸内容物

中の特異的 IgA濃度も乳酸菌投与群で上昇傾向が見ら

れていたことから，プロバイオティクスによる腸管免疫

系の活性化によって，母乳中の IC分泌の上昇につなが

ったと考えられた問。

次に，妊娠 Balb/cマウスを(1)卵白タンパク質を含ま

ない餌， (2)卵白タンパク質を含む餌， (3)卵白タンパク質

および乳酸菌を含む餌で餌育し，分娩させた。仔マウス

をOVAで2回腹腔免疫し，血中の OVAに対する抗体

価を測定したところ， OVAに対する IgG1濃度は(1)>

(2)>(3)の頗で，有意差が認められた20)。

以上のことから，妊娠・授乳中に L.gasseri GCLl355 

株を投与することにより IgA産生が光進され，母親が

食べたタンパク震とその特異的 IgAとの免疫複合体の

母乳への分担、量が増加し，食物アレルゲンに対する仔の

免疫寛容が増強されることが示唆された。ヒトは雑食で

あるので，マウスのように単一タンパク食を食べるわけ

ではない。プレ・プロバイオティクスにより全体の IgA

産生能を高めることで天然の飲むワクチンの効果を増幅

できることは，ヒトに於いて特に重要となってくるであ

ろう。

6. 今後の諜題

以上より，母乳中のアレルゲンは IgA免疫複合体と

して存在しており，仔の経口免疫寛容の誘導に深く関わ

っていることが明らかとなってきた。また，母親のプロ

バイオティクス摂取によって母乳中の IgA免疫複合体

分泌が促進され，仔のアレルギーを効果的に抑制できる

ことも示唆された。しかし， IgA免疫複合体による経口

免疫寛容誘導のシステムが人間でどこまで働いているの

か，働いているとしたらそれでもなぜ食物アレルギーが

多発するのか，今後さらなる調査・研究が必要であると

考えている。また母親のプロバイオティクス摂取による

仔の免疫寛努誘導についても， IC以外の母乳中の免疫

成分や，母親から仔への腸内細菌叢の垂直伝播など，多

国的な評価が必要であると思われる。
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