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緒　　　　　言

近年､アトピー性皮膚炎をはじめスギ花粉症､気管支喘

息などのアレルギー疾患が急増し､社会的にも大きな問題

となっている｡これらアレルギー疾患の主要なタイプであ

るⅠ型アレルギーの反応機序を大きく2つに分けると､免

疫細胞からの過剰なIgE抗体の産生とマスト細胞からのヒ

スタミンやロイコトリエンなどのケミカルメディエーター

の遊離に分けられる(Fig.1)　したがってアレルギーの

予防･治療としては､ ①アレルゲンの除去､ ②IgE抗体

の産生抑制､ ③減感作､ ④ケミカルメディエーターの遊離

抑制､ ⑤標的臓器(組織)での拮抗阻害などが考えられて

いる｡現在､薬物療法として一般的に､ケミカルメディエー

ターの遊離抑制作用を有する抗アレルギー薬や､ヒスタミ

ンレセプターに作用してヒスタミンと括抗する抗ヒスタミ

ン薬が多く用いられている｡しかしながら､多様化するア

レルギー症状を緩和するためには､これまでとは異なる作

用機序を有する薬物の存在が必要である｡その一つとして､

アトピー性疾患や花粉症の患者で過剰に産生されている

IgE抗体の産生を特異的に抑制する作用は､新しいタイプ

の抗アレルギー薬として大いに期待される｡最近､シソ

(Perillafrutescens)の葉から抽出したエキスが､マウス

のIgE抗体産生を抑制することが今岡ら1)により報告され

ている｡さらに､小砂2)は､シソの葉抽出液をアレルギー

性皮膚炎の患者にクリーム配合剤として用いたところ､改

善効果のあることを認めている｡そこで今回､著者らは北

海道に自生する北方系薬用植物の薬理･免疫学的研究の一

環として､シソ科植物に注目し､その抽出物がマウス脾細

胞からのIgE抗体産生を抑制するか否かを検討した｡その

結果､採取した17種のシソ科植物のうち､オドリコソウ

(Lamium album var. barbatum)の地上部､ウツボグサ

(Prunella vulgaris var. Jilacina)の全章およびヤマハッカ

(plectranthus inflexus)の全草より調製した70%アセトン

抽出物がマウス脾細胞からの抗原特異的IgE抗体および総

IgE抗体の産生を抑制しうる効果が認められた｡以下に得

られた結果を報告する｡

実　験　方　法

1.動物

Balb/C雌性マウス(6週齢)を日本チャールズリバー㈱

より購入し､動物室(室温23±2℃､湿度55±5%)にて

飼育し､餌および水を自由に摂取させた｡

2.シソ科植物抽出物の調製

オドリコソウ(地上部)は当別町にて1995年5月19日に､

ウツボグサ(全草)は当所薬草園にて1995年8月22日に､

また､ヤマハッカ(全草)は白老町にて1995年9月4日に

それぞれ採取した｡各植物の生試料約10gを細切りし､ 70

%アセトン約100mlを加え､室温に3日間放置した｡櫨過

後､櫨液を減圧卜で濃縮し､粗抽出物を得た｡試験には､

最初に抽出物をPhosphate-buffered saline(PBS)で10mg/ml

に溶解後､ RPMI-1640培養液(10%ウシ胎児血清および

50μM2-メルカプトエタノールを含む)で希釈して用い

た｡以下､オドリコソウ抽出物をLAE､ウツボグサ抽出

物をPVE､ヤマハッカ抽出物をPIEと略する｡

3. LAE､ PVEおよびPIEによるマウス牌細胞からの

IgE抗体産生抑制試験



Fig.1 Allergy Reaction (Type Ⅰ)

実験系をFig.2に示した　2,4-ジニトロフェニル化卵

白アルブミン(DNP-OA､ LSL社) 10μgを水酸化アルミ

ニウムゲル(アラム､LSL社) 4mgとともに7週齢のマ

ウス腹腔内に免疫した｡初回免疫の14日後に追加免疫を行

い､追加免疫の7日後に脾臓を摘出した｡脾臓より無菌的

に脾細胞を取り出し､脾細胞浮遊液を調製した｡ 96穴平底

マイクロプレート(Fdcon#3072)の各ウェルにマウス脾

細胞浮遊液(4×106cells/ml)を100μlずつ分注し､培

養液に溶解したLAE､ PVE､ PIEをそれぞれ終濃度が1､

3あるいは10μg/mlになるように100μl添加し､ 37℃､

5%CO2条件下で7日間培養した｡なお､対照として植

物抽出物の代わりに培養液100μlを脾細胞に添加して培

養した｡各ウェルの培養液を遠心チューブに移して遠心し､

その上清をIgE抗体やIgG抗体測定の試料とした｡すなわ

ち､培養上清中に含まれるDNPに特異的なIgE抗体(抗

DNP-IgE)､総IgE抗体および総IgG抗体を測定すること

により､これらシソ科植物のIgE抗体産生抑制能を検討し

た｡なお､培養は1検体につき4ウェル使用し､それぞれ

の免疫グロブリンの測定値は､この4ウェルの平均値±標

準偏差を求めた｡統計学的検討は､対照に対する有意差を

studentr-testを用いて求め､ p<0.05を有意差ありとした｡

4. 2,4-ジニトロフェニル化ウシ血清アルブミン

(DNP-BSA)のビオチン標識

Nenurkarらの方法3)に従い､ビオテン標識した｡　 DNP-

BSA (1mg/ml､ LSL社)を0.1M carbonate緩衝液(pH

1.0　に透析後､ dimethylformamide に潜解した1mg/mlの

N-hydroxysuccinimidobiotin  (Pierce社)を10分の1量加え､

室温で4時間静置した｡反応後､ PBSに透析し､ビオナ

ン標識DNP-BSAを得た｡

5. IgE-capture ELISAによる抗DNP-IgE抗体の測定

抗DNP-IgE抗体の測定は､ Hirano らの方法4)による

IgE-captureELISAを一部改変して実施した(Fig.3)｡ 96穴

平底マイクロプレート(NUNC-Immuno Plate Maxisorp)の

各ウェルに､ 0.05Mcarbonate-bicarbonate 緩衝液(pH9.6)

で希釈したモノクローナル抗マウスIgE (5μg/ml､ヤマ

サ)を50μl 加え､37℃で3時間固相化させた後､ 2%

BSA含有PBS (BSA-PBS　で4℃にて一晩ブロッキング

した　0.05%Tween-20を含むPBS (PBST)で洗浄後､培

養上清を50μl加え､室温で1時間反応させた｡次に､ビ

オナン標識DNP-BSA (0.2μg/ml)を50μl加え､室温で

1時間反応させ､洗浄後､さらに20,000倍希釈したベルオ

キシダーゼ標識ストレプトアピジン(コスモバイオ社) 50

μlを室温で1時間反応させた｡ PBSTで洗浄後､酵素反

応の基質溶液として､ 1mMオルソフェニレンジアミン

(Sigma杜)および0.012(過酸化水素を含む0.05M

phosphate-citrate緩衝液(pH5.0) 50μ l加えて15分間発色



させ､ 3NH2SO4を50μl 添加して反応停止後､マイクロプ

レートリーダー(MPRA4i ､東ソー)を用いてOD492nm

における吸光度を測定した｡また､毎回､濃度既知のモノ

クローナル･マウス抗DNP-IgE (SPE-7､生化学工業)で

標準曲線を描き､試料の抗DNP-IgE抗体量(ng/ml)を求

めた(Fig.3)

6.総IgE抗体の測定

総IgE抗体の測定をHiranoらの方法5)に従い､マウス

IgEに対する2種類のモノクローナル抗体を用いたサンド

イッチELISAで行った(Fig.3)｡

抗DNP-IgEの場合と同様にマイクロプレートに､モノ

クローナル抗マウスIgEをコーティングした後､

BSA-PBSでブロッキングした｡洗浄後､ PBSで3倍に希

釈した培養上活を室温で1時間反応させ､ビオナン標識モ

ノクローナル抗マウスIgE (0.2μg/ml､ヤマサ)を室温

で1時間反応させた｡以降は､抗DNP-Ige抗体の測定と

同様に行った｡また､毎回､濃度既知のモノクローナル･

マウス抗DNP-IgEで標準曲線を描き､培養液中の総IgE

量(ng/ml)を求めた(Fig.3)

7.総IgG抗体の測定

総IgG抗体の測定をサンドイッチELISAで実施した｡

すなわち､マイクロプレートに､ヤギ抗マウスIgG(10μg

/ml､ Jackson ImmunoResearch Laboratories､以下JIRL社)

をコーティングし､ BSA-PBSでブロッキングした後､

PBSで50倍に希釈した培養上清を加え､室温で1時間反

応させた｡洗浄後､ 20,000倍希釈したベルオキシダーゼ標

識抗マウスIgG (JIRL社)を室温で1時間反応させた｡

洗浄後､酵素基質溶液を加えて15分間発色させ､ OD492nm

における吸光度を測定した｡また､毎回､濃度既知のマウ

スIgG (JIRL社)で標準曲線を描き､培養液中の総IgG

量(ng/ml)を求めた｡

8. LAE､ PVEおよびPIEによるマウス免疫応答への影

響

著者らが以前､報告した方法6)に従って行った｡ 96穴平

底マイクロプレート(Falcon#3072)の各ウェルに10週齢

マウス牌細胞浮遊液(4×106cells/ml)を100μlずつ分

注し､ LAE､ PVEおよびPIEをそれぞれ終濃度が10μg/

mlになるよう50μl添加した｡さらに､培養液､ 8μg/ml

のコンカナバリンA (ConA､ Sigma社)あるいは40μg/

mlのリボポリサッカライド(LPS､ Sigma社)のいずれか

を50ォ1添加した｡ 37℃､ 5%CO2条件下で48時間培養

後､ 3H-チミジン(Amersham社)を添加し､さらに､ 18

時間培養した｡細胞内に取り込まれた3H-チミジンをセル

ハーベスター(LABOMASH､ラボサイエンス社)および

液体シンチレーションカウンター(LSC-3000､アロカ社)

を用いて測定した｡なお､ 1検体につき4ウェル使用

し､ 3H-チミジンの取り込み基の測定値は､この4ウェル

の平均値±標準偏差を求めた｡ 書た､統計学的検討を上記

の抗体測定と同様に行った｡

Fig.2　Experimental Scheme for Inhibition Test on in vitro IgE Production of Murine

Splenocytes by Labiatae Plant Extracts



Fig. 3　ELISA Systems and Standard Curvesfor Mouse IgE and anti-DNP IgE

結　　　　　果

1. DNP-OA感作マウス牌細胞からの抗DNP-Ig E抗体､

総IgE抗体および総IgG抗体産生に及ぼすシソ科植

物抽出物の影響

DNP-OA感作したマウス牌細胞を用い､ 7日間培養に

よる抗DNP-IgE抗体､総IgE抗体および総IgG抗体の産

生に対する3種のシソ科植物抽出物　LAE､ PVE､ PIE)

の影響を調べた(Table1)｡

抗DNP-IgE抗体は､抽出物無添加の対照で3. 1±0.4ng/

ml産生されたのに対し､各抽出物の添加により､濃度依

存的に約10～90% 抑制された　LAEは､ 10μg/mlの添加

で45%の有意な産生抑制を示した｡　また､ PVEおよび

PIEは､ 1､ 3および10μg/mlのいずれの濃度でも有意に

産生が抑制された｡特に､ 10μg/mlの濃度では､それぞ

れ80%を超える高い抑制率を示した｡

総IgE抗体については､対照で12.3±1.0ng/ml産生さ

れたのに対し､各抽出物の添加で約10～70%程度抑制され

た　LAEは3種の抽出物の中で最も抑制率が低かったが､

10μg/mlの濃度で､約30%の有意な抑制を認めた　PVE

は､ 3および10μg/ml の濃度で有意な抑制を示した　PIE

は､各添加濃度で有意な抑制を認め､ 3種の抽出物の中で

最も高い抑制率を示した｡

一万､総IgG抗体の産生は､対照の889±46ng/mlに対

し､各拍出物による抑制率は10%以内に留まり､ほとんど

その影響は認められなかった｡

2.マウス脾細胞の免疫応答に及ぼすシソ科植物抽出物の

影響

マウス脾細胞からのIgE抗体の産生を抑制したLAE､

PVEおよびPIVの各軸山物(10μg/ml)がマウス脾細胞

に対してマイトジェン活件を有するか否か､さらに､脾細

胞のConAおよびLPSのマイトジェン応答に対し､影響

を及ぼすか否か検討した(〕マイトジェン無添加の場合の細

胞による3Hチミジンの取り込み量は､各細出物の添加に

より､対照と比べ有意な差を示さなかったことから､拙出

物そのものによるマイトジェン活性は認められなかった

(Fig.4-a)｡ T細胞マイトジェンであるConA応答に対し

ては､対照に比べLAEあるいはPVEの添加で有意な差は

認められなかったが､ PIEの添加によりConA応答は有意

に高進した(Fig.4-b)｡ また､ B細胞マイトジェンのLPS

応答に対しては､各抽出物の添加でほとんど影響は認めら

れなかった(Fig.4-c)｡

考　　　　　案

アレルギー反応はその機構によってGellとCoombsによ

り､ 4つの型(Ⅰ～Ⅳ型)に分類されている｡このうち､



即時型アレルギーといわれるⅠ型アレルギー反応は､組織

のマスト細胞および血中の好塩基球と結合したIgE抗体が､

特異抗原と反応することにより細胞の顆粒中に含まれてい

る生物学的活性をもつ物質が､細胞外へ遊離し､種々の臓

器(組織)に作用した結果起こる反応である(Fig.1)｡

Table 1 Effects of Labiatae Plant Extracts on in vitro IgE Production of Murine Splenocytes

Fig.4　Effects of Labiatae Plant Extracts on Immune Response of Murine Splenocytes

アナフィラキシー､気管支喘息､アレルギー性鼻炎､尋麻

疹､また､最近増加しているアトピー性疾患もIgE抗体が

関与するⅠ型アレルギーに属する｡特に､アナフィラキシー

の場合は､アレルギー反応の中でも重篤であり､最悪の場

合は､激しいショック症状を起して死に至ることもある｡

これらアレルギー症状を呈する者は､ごく少量の抗原の暴

露でもIgE抗体を産生する遺伝的な素因があり､抗体産生

糸のIgE抗体の産生能が高進していることが知られている｡

今回著者らは､このIgE抗体の産生をある程度抑制するこ

とができるならば､アレルギー症状を軽減できると考え､

このような効果を有する北方系薬用植物､特にシソ科植物

について探索することを試みた｡アトピー性皮膚炎､気管

支喘息やアレルギー性鼻炎などの患者の末梢血リンパ球あ

るいは偏桃腺単核球は､ in vitroで自発的にIgE抗体を産

生するが､アラムを用いて感作されたマウスの肺細胞も

invitroで日発的にIgE抗体を産生する｡これらの細胞中

には､ invivoで活性化されて､ IgE抗体産生細胞まで分化

したB細胞が含まれているためである｡著者らは､

DNP-OAをアラムとともに2回免疫したマウスの牌細胞

を7日間培養するとその培養上浦中に抗DNP-IgE抗体を

含むlgE抗体の産生を認めたことから､この系をinvitro

でのスクリーニング試験として用いた(Fig.2)　その結

果､採取した17種のシソ科植物から調製したアセトン抽



出物のうち､ LAE (10μg/ml)､ PVE (3および10μg/ml)

およびPIE (1､ 3および10μg/ml)は､マウス脾細胞か

らの抗DNP-IgE抗体および総IgE抗体の産生を有意に抑

制することを兄いだした(Table1)｡ IgE抗体産生の抑制

率から､抑制効果はPIE>PVE>LAEの順となり､特に､

PIEによる抑制は強かった｡一方､同じ条件下で総IgG抗

体の産生にはほとんど影響を与えなかった｡一般に､細胞

を用いてin vitroでの抑制活性を指標に租抽出物添加の有

効性を調べる場合､それが抽出物による抑制作用であるの

か､抽出物4のものによる細胞への毒性作用であるのかが

議論される｡今回の実験では､ invitroにおける牌細胞か

らのIgE抗体の産生抑制を指標にしているため､実際得ら

れた結果は､抽出物による細胞毒性を反映している可能性

がある｡しかしながら､各抽出物の添加濃度が10μg/ml

以下の低濃度であったことや総IgG抗体産生に影響を与

えなかったことを考慮すると､これら抽出物によるIgE抗

体産生抑制は非特異的な細胞への障害作用ではなく､細胞

のIgE産生系に対する特異的な作用であると考えられた｡

IgE抗体の産生は､ Fig.1に示すインターロイキン4 IL-

4)やインターフェロンガンマ(INFγ)などのサイトカ

イン7)の他に､グリコシル化抑制因子(リン酸化リボモジュ

リン)やグリコシル化促進因子(カリクレン様酵素)など

の制御因子8)により調節されており､ IgG抗体の産生機序

とは異なることが知られている｡一方､既に報告されてい

るシソの葉の熱水抽出物によるIgE抗体産生の抑制効果は､

この抽出物がINFの産生を誘起すること1)や､炎症性メデ

イエータ-でIgE抗体産生作用を有する腫瘍壊死因子

(TNF-α)9)の産生を抑制する10)という活性からそれぞれ

見いだされた｡今回､ 3種のシソ科植物から得た70%アセ

トン抽出物がinvitroではあるが､マウスのIgE抗体産生

を抑制する作用を有していたことは､シソの葉抽出物と同

様にIgE抗体産生に関与するサイトカインへの影響かもし

れない｡

今岡ら11)は､ INF産生能を持つ生薬を探索する過程で､

青相子および南瓜子から得た抽出物が､シソの葉抽出物よ

りもマウスのIgE抗体産生を強く抑制し､これらが高いマ

イトジェン活性を有することを報告している｡今回､著者

らが3種のシソ科植物より得た抽出物は､マイトジェン活

性を持たない(Fig-4-a)が､ PIEだけはConA応答を有意

に高進させた(Fig.4-b)｡このことから､ PIEはT細胞の

活性化を含む免疫調節作用を有していると考えられる｡最

近､ HIVに感染したT細胞を用いた研究から､シソ科植

物の抽出物が抗HIV作用を有することが報告されてい

る12,13)これらのことからも､シソ科植物抽出物には免疫

細胞への幅広い薬理活性のある事が示唆される｡

近年のアレルギー疾患の増加に伴い漢方方剤もその治療

に用いられており､抗炎症作用やケミカルメディエーター

の遊離抑制作用を有する小青竜湯や柴外湯などその有効性

が報告されている14)｡様々なアレルギー疾患の問題を考え

ると､これからは､免疫調節作用を介するIgE抗体産生を

制御する薬物療法が必要であり､期待が大きいと考えられ

る｡今後の課題としては､ invitroで認められたシソ科植

物の抽出物によるIgE抗体産生の抑制作周を､ invivoでも

確認し､抽出物中の有効成分の究明すなわち活性成分の単

離･精製が必要と考えられる｡また､ INFやIL-4などサイ

トカインの測定を含めたメカニズムの検討が必要と思わ

れる｡

結　　　　　語

シソ科植物に属するオドリコソウ､ウツボグサおよびヤ

マハッカの70%アセトン抽出物(LAE､ PVEおよびPIE)

を調製し､これら抽出物の抗アレルギー活性の一つである

IgE抗体産生抑制活性の検討を行った｡実験系としては､

DNP-OA感作したマウス脾細胞からの抗DNP-IgE抗体､

総IgE抗体および総IgG抗体の産生に及ぼす3種の抽出物

の影響を調べた｡各抽出物(1-10μg/ml)は､抗

DNP-IgE抗体および総IgE抗体産生を有意に抑制したが､

総IgG産生には影響しなかった｡また､これら3種の抽

出物はマウス牌細胞に対するマイトジェン活性を示さず､

PIEがConA応答を増強したことを除いては､ LPS応答に

も影響しなかった｡これらのことから､各抽出物による

IgE抗体産生の抑制は､細胞毒性によるものではなく､摘

ft物が牌細胞のIgE抗体産生糸へ抑制的に作用しているこ

とが示唆された｡
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英　文　要　約

We examined the effects of acetone extracts from three

Labiatae plants collected in Hokkaido on in vitro IgE

antibody production in mudne splenocytes. Extracts of

Lamium album var. barbatum (LAE), Prunella vulgaris

var. lilacina (PVE) and Plectranthus inflexus (PIE) were

tested by adding to spleen cells from mice immunized

with DNP-ovalbumin and Alum ajuvant in concentration

of 1～10 a g/ml. After 7 day-culture, we measured the

concentrations of anti-DNP IgE, total IgE and total IgG

in culture supernatant using ELISA system. These

analyses revealed that the addition of these extracts

markedly suppressed anti-DNP IgE and total IgE pro-

duction in dose dependent manners, but did not affect

total IgG production. Mitogenic activity was not found in

LAE, PVE and PIE, and these extracts had no effect on

Con A and LPS response in murine splenocytes except

for PIE, which showed the different enhancing effects on

Con A response. These resultsindicate that these plant

extracts exert in vitro suppressive effects mainly on IgE

production. It is likely that this IgE suppression is due to

the down-regulation of IgE production by plant extracts

rather than due to the cell toxicity.

Key words: allergy; IgE; DNP-IgE; ELISA; mouse; in

vitro; Labiatae; Lamium album; Prunella vulgris; Pled-

ranthus inflexus; Hokkaido


