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II. 成果の概要（総括研究報告）


研究開発代表者による報告の場合
乳幼児期における抗生物質の投与はアレルギー疾患の発病率を上昇させることが知られており、
乳幼児期の腸内細菌による適切な曝露が免疫系の正常な発達に重要であると考えられる。マウスの
実験においても、無菌化や周産期・乳幼児期における抗生物質の投与が、血中の IgE 濃度を上昇させ
ること、アレルギー性の気道炎症や食物抗原によるアナフィラキシー症状を悪化させることなどが
報告されている。そこで本研究は、血中の IgE 濃度が通常マウスと比べて無菌マウスで高いことに着
目し、ヒト幼児由来の腸内細菌から IgE 抑制菌（責任細菌）を探索し、マウス食物アレルギーモデル
における責任細菌の効果を確認するとともに IgE 抑制メカニズムを解明することを目的とする。
本年度は、SPF、無菌マウスにおける血中 IgE 濃度を比較し、無菌マウスで血中 IgE 濃度が高いこ
とをまず確認した。次に無菌マウスにヒト乳幼児由来の腸内細菌を移植し、ヒトマイクロバイオータ
定着マウス（HM マウス）を作製した。HM マウスの中には血中の IgE 濃度に変化のあったものが確
認された。

Early life and prenatal antibiotic exposures are known to increase the risk of allergic diseases, suggesting that
early life exposure to environmental microorganisms is important event to develop and maintain balanced
immune systems. Several mouse studies have also shown that germ free and antibiotics-treated mice have
increased serum IgE level and enhanced disease severity such as allergic airway inflammation and food antigeninduced anaphylaxis. In this study, I try to find gut bacteria which have an ability to reduce serum IgE level.
Also, I will elucidate the mechanisms by which the bacteria reduce serum IgE level.
In the past year, I compared the serum IgE level in SPF and GF mice and confirmed that serum IgE level was
higher in GF mice than in SPF mice. Next, GF mice were colonized with human neonatal microbiota (HM mice).
I found colonization with neonatal microbiota into GF mice affected serum IgE level.
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