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II. 成果の概要（総括研究報告）
研究開発代表者
下条 直樹
【和文】
開発代表者の下条は、母子出生コホートにおける生後９か月でのアレルゲン感作における、血清中
ビタミン D の関連を検討した。９か月児 25(OH)D3 値は９か月児の卵白感作と関連が認められた。９
か月児 25(OH)D3 値は、４か月までの混合・人工乳栄養群と比較して４か月までの母乳栄養群で有意
に低く、アレルギー発症における母乳栄養の関連とビタミン D の関係の原因のひとつと考えられた。
後藤は、真菌特異的 internal transcribed spacers (ITS)配列を用いたシークエンス解析、定量
的 PCR 法の確立を目指し、これまでにマウス糞便中に含まれる真菌 DNA の抽出法の条件検討を行い、
効率良く真菌 DNA を回収できる方法を確立した。野生型および抗生物質（アンピシリン）処理マウス
のマウスの糞便中に含まれる腸内真菌叢について確認を進めている。
松岡は、母子皮膚から単離された S. aureus の菌株のシークエンスを約 300 株終了した。先行研
究と本研究データで明らかとなった、agr 領域の進化の皮膚での確認を今後行っていくと同時に母子
データから菌株の由来について検討を行っている。マウス皮膚上でも agr 領域が生着に必須の領域
であることを確認した。今後、糞便サンプルから菌株の単離を行うとともに、同様の全ゲノムシーク
エンスを行い、食物アレルギーへの関与についても検討を進めていく予定である。
大野は、急速経口免疫療法を行った牛乳アレルギーの臨床効果別に免疫学的指標、糞便中の菌叢な
らびに代謝物の網羅的比較解析を行い、耐性群ではある種の細菌が有意に増加することを見出して
いる。
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【英文】
Shimojo’s group studied association between vitamin D (VD) level in maternal, cord and
serum at 9 months of age and incidence of atopic dermatitis and allergen sensitization at
9 months of age. They found that VD at 9 months of age is solely associated with egg white
sensitization at 9 months of age. Breast feeding up to 4 months is associated with egg
white sensitization compared to mixed/bottle feeding up to 4 months of age, indicating
longer breast feeding may cause lower serum VD which increases risk of egg white
sensitization. Goto’s group aimed to establish sequencing and qPCR analysis of gut
mycobiota by using fungi-specific internal transcribed spacers (ITS) sequences in order
to investigate murine gut mycobiota. They analyzed fecal fungi in wild-type and germfree
mice. Fungi were detected in wild-type but not in germfree mice. They found that some
bacteria are changed in ampicillin-treated mice compared with wild-type mice. Matsuoka’s
group identified that the cutaneous acquisition of gene ”X” mutations showed the
protective effect against AD disease development. They are also performing gene sequencing
of S. aureus isolated from skin and feces of the paired mothers and children. Ohno’s
group investigated gut microbiota in relation to the course of oral immunotherapy for food
allergy by dividing the patients into tolerance and sensitive group based on the clinical
outcome. Fecal microbiota composition (16S amplicon sequencing) and metabolome analyses
revealed higher SCFA concentration and a SCFA-producing bacteria in the tolerant group
compared to the sensitive group.
研究開発分担者
後藤 義幸
千葉大学真菌医学研究センター感染免疫分野微生物・免疫制御プロジェクト
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参照。
研究開発分担者
松岡 悠美
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研究開発代表者：国立大学法人 千葉大学院医学研究院 小児病態学 下条直樹 総括研究報告を
参照。
研究開発分担者
大野 博司
研究開発代表者：国立大学法人 千葉大学院医学研究院 小児病態学 下条直樹 総括研究報告を
参照。
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Immediate systemic allergic reaction in an infant to fish allergen ingested through
breast milk. Asia Pac Allergy. 2016,6:257-259.
6. Dissanayake E, Shimojo N. Probiotics and prebiotics in the prevention and treatment
of atopic dermatitis. 2016,29:174-180.
研究開発分担者
後藤 義幸
1. 後藤

義幸、SFB による免疫細胞を介した腸管バリア形成機構の解明. 腸内細菌学雑誌.

2016, 30, 159-163,
2. Goto Y, Uematsu S, Kiyono H. Epithelial glycosylation in gut homeostasis and
inflammation. Nature Immunology. 2016, 17, 1244-1251
研究開発分担者
松岡 悠美
1. 小熊玲奈, 松岡悠美. アレルギーをめぐるトレンド「腸内細菌叢とアレルギー」皮膚アレ
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研究開発分担者
大野 博司
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児アレルギー学会学術大会 2016 年 10 月 8,9 日 国内
4. 山出 史也, 中野 真一, 森下 直樹, 亀村 典生, 木戸 博, 鈴木 裕子, 井上 祐三朗, 河野 陽
一, 下条 直樹

母乳中に含まれる食物抗原の解析

アレルギー学会学術大会

千葉市出生コホートでの検討

日本小児

2016 年 10 月 8,9 日 国内

5. 山出 史也, 小島 博之, 井上 祐三朗, 羽田 明, 鈴木 洋一, 下条 直樹 幼児における血清
Thymus and activation regulated chemokines 値の分布 千葉市出生コホートでの検討 日本
アレルギー学会学会学術大会 2016 年 6 月 17-19 日

国内
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細菌学会, 2016/6/9, 国内
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寿医療研究センターNCGG セミナー, 2016/6/23, 国内
4. 腸内細菌と 3 型自然リンパ球による腸管恒常性制御機構, 口頭, 後藤 義幸, 武田薬品工業 第
13 回免疫研究者招聘セミナー, 2016/09/02, 国内
5. Commensal bacteria and ILC3 regulate intestinal homeostasis, poster presentation,
Yoshiyuki Goto, Institute for global prominent research kickoff symposium, 2016/10/09,
国内
6. 免疫細胞による腸管上皮糖鎖修飾の誘導と制御, 口頭, 後藤 義幸, GlycoImmunology 2017 糖
鎖免疫, 2017/1/25, 国内
7. 腸内細菌と免疫細胞による共生と排除のメカニズム, 口頭, 後藤 義幸, 第 31 回バイオテクノ
ロジー懇談会, 2017/2/23, 国内
8. 腸管上皮細胞の1, 2-フコシル化は免疫細胞によって調節される, 口頭, 後藤 義幸, 日本
農芸化学会 2017 年度大会, 2017/3/19, 国内
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研究開発分担者
松岡 悠美
1.

Evolutionary risk management of agr locus is important for S. aureus adaptation in
the skin of atopic dermatitis. (oral presentation) Nakamura Y, Inoue Y, Takaya A,
Takahashi H, Kusuya Y, Katayama Y, Shimojo N, Matsue H. The 46th Annual ESDR
Meeting. 2016/9/7-10. 2016. Munich,
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adaptation in the skin of atopic dermatitis. Nakamura Y, Takahashi H, Takaya A,
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2016/12/9-11, Sendai

研究開発分担者
大野 博司
1.

腸内細菌叢と宿主の健康・病理，口頭，大野博司，日本小児科学会教育講演，2016/5/13，国内．

「国民との科学・技術対話社会」に対する取り組み
（３）
下条 直樹
1. 胎児期・乳児期の環境と食物アレルギー
独立行政法人 環境再生保全機構、一般社団法人 日本臨床栄養学会 2016.10.30,国内
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松岡 悠美
1. WS21「細菌病原性の分子機序研究の最前線」. 松岡悠美 第 89 回日本細菌学会総会、
2016/ 3/23−25、国内
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腸内細菌と病気・生体防御，大野博司，理化学研究所一般公開サイエンスレクチャー，2016/4/23，
国内．

2. 腸内細菌と健康・病気，大野博司，免疫ふしぎ未来 2016 ショートトーク，2016/8/7，国内．
6

（４）特許出願
研究開発代表者
下条 直樹
該当なし
研究開発分担者
後藤 義幸
該当なし
研究開発分担者
松岡 悠美
該当なし
研究開発分担者
大野 博司
該当なし

7

