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近年､花粉症､アトピー性皮膚炎及び喘息などのアレル

ギー性疾患が増加しており､ストレスの改善に役立つ温泉

浴をアレルギー治療に応用し､効果を認めた臨床例が報告

されている1､2)｡温泉の抗アレルギー効果については古く

から指摘され､呼吸器アレルギー(喘息､鼻炎)､皮膚アレ

ルギー(蕁麻疹､湿疹)､消化管アレルギーに対して温泉浴

がその治療､改善に役立つことが臨床的に明らかにされて

いる3)｡

北海道内には約200に及ぶ温泉地があり､温泉を健康の

維持や増進に利用する気運が年々高まっている｡著者らは､

疾病に対する温泉の利用目的を調べるため､平成7～8年

度に北海道内47カ所の温泉施設において､主に湯治客らを

対象としたアンケート調査を実施した｡その結果､アレル

ギー治療を目的として温泉を利用していると答えた人が比

較的多いことを認めた4)｡今回､著者らは､北海道におけ

る温泉の抗アレルギー効果に関する研究の一環として､実

験動物に惹起したアレルギー反応に及ぼす飲泉の影響につ

いて検討した｡飲泉は､ドイツやイタリアなどのヨーロッ

パ諸国では入浴と共に盛んに行われており､種々の疾患に

対して治療効果のあることが明らかになっている｡

図1マウスのIgE抗体産生試験の概要

今回の飲泉実験では先のアンケート調査結果1､5)から､

比較的多くの人がアトピー性皮膚炎の治療に利用しており､

また､利用者に飲泉も推奨している3カ所の温泉､即ち､二

股ラジウム温泉(長万部町､以下二股温泉と略す)､豊富温

泉(豊富町)及び浦幌留真温泉(浦幌町､以下浦幌温泉と

略す)の温泉水を用いた｡これら温泉水の泉質はそれぞれ

大きく異なり､二股温泉はナトリウム･カルシウム- 塩化

物･炭酸水素塩泉､豊富温泉はナトリウム- 塩化物泉､浦

幌温泉は単純硫黄泉である｡抗アレルギー試験としては､

アトピー性疾患の患者で血清IgE抗体が増加していること



が知られていることから､マウスにアジュバントを用いて

誘導したIgE抗体産生に及ぼす飲泉の影響を検討した｡さ

らに､二股温泉水について､ラットを用いた受身皮膚アナ

フィラキシー(PCA)反応及びマウスを用いた塩化ピク

リルによる遅延型過敏反応に及ぼす飲泉の影響をそれぞれ

検討した｡

図2　マウスに水道水あるいは温泉水を自由摂取させた場
合の飲水量の比較

表1　マウスの臓器重量に及ぼす温泉水の飲用による影響

図3　マウスのIgE抗体及びIgG抗体産生に及ぼす温泉水の飲用による影響

試験に供した温泉水は､可能な限り新鮮であることが必

要なため毎週1回現地から搬送されたものを用いた｡使用

動物として､ Balb/c雌性マウス6週齢及びSprague-

Dowley(SD)雄性ラット6週齢を購入し､ 1週間の予備飼

育をした後､試験に用いた｡マウスを1ケージ5匹､ラッ

トを1ケージ2匹に群分した後､実験群は28日間温泉水と

固形飼料CMF (オリエンタル酵母)で飼育し､対照群で

は温泉水の代わりに水道水を給水瓶にて自由に摂取させた｡

飲水量は､週2回の給水交換の際に残量を測定し､その減

少量を飲水量とした｡体重測定は週1回行い､各群の平均



±標準偏差を求めた｡統計学的検討は､対照群に対する有

意差をstudent t-testを用いて求め､p<0. 05を有意差あり

とした｡

マウスのIgE抗体産生試験の概要を図1に示す｡一群5

匹のマウスに各温泉水あるいは水道水を与え､ 7日目に2,

4-ジニトロフェニル化卵白アルブミン(DNP-OA)

10μgを水酸化アルミニウムゲル(アラム)4meとともにマ

ウス腹腔内に注射して免疫した｡初回免疫の14日後に追加

免疫を行い､その7日後に堵殺して血液を採取するととも

に､肝臓､腎臓､心臓､肺､牌臓の各臓器重量を測定した｡

血液から血清を調製し､血清中の抗DNP-IgE抗体､総IgE

抗体及び総IgG抗体をELISA法6)で測定した｡臓器重量及

び抗体濃度は各群での平均±標準偏差を求め､上記のとお

り統計学的検討を行った｡

飲水量は各群で異なり､図2に示すように二股温泉水､

豊富温泉水､浦幌温泉水､水道水の順に飲水量が多かった｡

特に､二股温泉水は対照群の水道水に比べて約2割程度多

く飲水された｡一方､週1回実施した体重測定では､各群

とも有意な差は認められず､対照群と同様に増加傾向を示

した｡追加免疫の7日後に屠殺し､肝臓､腎臓､心臓､肺､

牌臓の各臓器重量を測定したところ､温泉水を与えた群と

対照群に有意な差は認められなかった(表1)｡これらのこ

とは､それぞれの温泉水を28日間水道水の代わりに与えて

も､体重増加及び臓器重量に影響を与えないことを示して

いる｡各群における血清中の抗DNP-IgE抗体､総IgE抗体

及び総IgG抗体の測定結果を図3に示す｡抗DNP-IgE抗体

は､対照群の230±57ng/ml に対して､二股温泉水の群で177

±64ng/ml､豊富温泉水の群で284±95ng/ml､浦幌温泉水の

群で219± 100ng/ml であった｡豊富温泉水及び浦幌温泉水を

与えた群では､対照群に対して抑制効果は認められなかっ

たが､二股温泉水の群は対照群に比べ約23%の抑制傾向を

示した｡しかしながら､今回の試験では一群5匹のマウス

を使用しており､ばらつきが大きく統計学的に有意な差は

認められなかった｡総IgE抗体についても､同様の傾向を

示し､対照群の549±154ng/mlに対して､二股温泉水の群で

334±162ng/ml､豊富温泉水の群で653±336ng/ml､浦幌温

泉水の群で606±229ng/mlと､それぞれ対照群に対して有意

な差はないが､二股温泉水の群が対照群に比べ約40%の抑

制を示した｡一方､総IgG抗体の産生については､各群と

も対照群とほとんど変わらず影響は認められなかった｡以

上の結果から､マウスにアラムをアジュバントとして誘導

したIgE抗体産生系において､二股温泉水を与えた群では､

抗原特晃的IgE抗体を含むIgE抗体産生が､抑制される傾向

のあることが示唆された｡

次に､ 3種の温泉水の中で最もIgE抗体産生を抑制した

二股温泉水について､ラットを用いたⅠ型(即時型)アレ

ルギー反応及びマウスを用いたⅣ型(遅延型)アレルギー

反応に及ぼす飲泉の影響を調べた｡

図4　ラットに水道水あるいは温泉水を自由に摂取させた
場合の飲水量の比較

即時型アレルギー反応はラットの受身皮膚アナフィラキ

シー(P CA)反応7)で行った｡ P CA反応は､抗原特異IgE

抗体で感作された肥満細胞が抗原と反応した後､脱頼粒に

より遊離したヒスタミンの血管透過作用を利用して､色素

の血管外への漏出を測定する試験である｡一群4匹のラッ

トに28日間､温泉水あるいは水道水を与えた飲水量の結果

は図4のとおりである｡マウスと同様に､ラットにおいて

も温泉水を多く飲水する傾向が認められた｡一方､体重変

化については有意な差は認められなかった｡温泉水を与え

てから27日目に､ラットの背腹部をバリカンで剃毛し､生

理食塩水で20､ 40､ 80､ 160､ 320及び640倍に希釈したマウ

ス抗DNP-OA血清の各0. 1mlを背腹部皮内に注射して感作

した｡ 24時間後､ラット尾静脈より生理食塩水に溶解した

DNP-OA( 2 mg/ml)溶液0. 5ml及び0. 5%エバンスブルー溶

液0.5mlを投与し､アレルギー反応を惹起した｡30分後､動

物を屠殺し､皮膚を剥ぎ取った後､各皮内投与部位におけ

る漏出したエバンスブルーの色素斑の大きさを測定し､ア

レルギー反応の陽･陰性を判定した｡判定は､直径5mm以

上の色素斑を陽性(+)､直径5mm未満の色素斑あるいは色

素斑がない場合を陰性(-)とし､陽性の最大希釈倍数をP

CA価とした｡対照群のPCA価は4匹中3匹が80を示し､

残り1匹は160を示した｡これに対し､温泉水を与えた実験

群のPCA価は､ 4匹全例がともに80を示した(表2)｡こ

のことは､温泉水の飲用がラットを用いたPCA反応に対



してほとんど影響しないことを示している｡

表2　ラット受身皮膚アナフィラキシー(PCA)反応に及ぼす二股温泉水の飲用による影響

つぎに､遅延型アレルギー反応として塩化ピクリルによ

るマウス遅延型過敏反応8)に及ぼす二股温泉水の飲用によ

る影響を検討した｡この反応は､ IgE抗体非依存的であり､

感作リンパ球を主体とする遅発性の炎症反応である｡28日

間二股温泉水を与えた5匹のマウスを試験群とし､同様に

水道水を与えたマウスを対照群とした｡アセトン- オリー

ブ油(4: 1)に溶解した5%塩化ピクリル液各20μlをマウ

スの剃毛した頚部､両膝､両そけい部にマイクロピペット

を用いて塗布した｡塗布5日後､マウス両耳介の厚さをダ

イアルシックネスゲージ(尾崎製作所)で計測した後､ 1 %

塩化ピクリル液20μlをマウス右側の耳介両面に塗布した｡

塗布24時間及び48時間後に両耳介の厚さを計測した後､耳

介腫脹を次式により算出し､統計学的検討を行った｡

耳介腫脹=塩化ピクリル塗布耳介(塗布後の厚さ-塗布前

の厚さ)- 対照側耳介(後の厚さ- 前の厚さ)

なお､試験終了まで温泉水あるいは水道水を与え続けた｡

耳介への塗布24時間後､対照群全例において塗布部位が

赤く腫脹しており､実験群でも全例で同様の耳介腫脹が認

められた｡耳介の厚さを計測した結果､ほぼ同様の腫脹度

を示し､対照群および実験群で有意な差は認められなかっ

た(図5)｡また､耳介への塗布48時間後では､ 24時間後に

比べ腫脹度は約半分に減少しているものの､対照群と実験

群で同程度の腫脹を示し有意な差は認められなかった｡こ

れらの結果は､マウスを用いた塩化ピクリルによる遅延型

過敏反応に対して､二股温泉水の飲用による影響がほとん

どないことを示している｡

図5　マウス遅延型過敏反応に及ぼす二股温泉水の飲用に
よる影響

以前から温泉浴には､動物を用いたアルサス反応やP C

A反応などを抑制する作用のあることが報告されている9,

10)しかし､温泉浴の治療機序については､温泉の物理的

作用(温熱作用､静水圧･浮力作用)や､温泉中に含まれ

る化学成分の生化学的作用などが複雑に影響し合うため､

十分理解されていないのが現状である｡さらに､飲泉につ

いては､動物を用いてその抗アレルギー作用を明らかにし

た報告は知られていない｡今回著者らは､アンケート調査

5)に基づいて選んだ3カ所の温泉水について､動物に惹起

したアレルギー反応に及ぼす飲泉の効果を検討した｡豊富

及び浦幌の各温泉水は､マウスのIgE抗体産生に対してほ

とんど影響を及ぼさなかったが､二股温泉水を与えた群で

はIgE抗体産生を抑制する傾向が認められた｡二股温泉水

は､ラジウムを含む天然のミネラル水で､主要成分である

炭酸カルシウムを1リットル当たり0.95gと高濃度で含有し

ている｡このカルシウムは､飲用することによって速やか

に体内に吸収され血液をアルカリ性にするので､体質が酸

性(アシド-シス)になることで進展する疾患に対して有

効と考えられる｡今回のアジュバントを用いて誘導した

IgE抗体産生に対する飲泉の影響も､カルシウムによる生



化学的作用の一つとも考えられる｡二股温泉水の飲泉の効

果について､さらに､ PCA反応及び遅延型過敏症に及ぼ

す影響を検討したところ､対照群(水道水)とほぼ同様の

結果を示した｡このことは､肥満細胞からのヒスタミン遊

離や感作リンパ球による遅延型の炎症反応に対して､抑制

効果がないことを示唆しており､動物に惹起したアレルギ

ー反応を抑制するまでに至らないものと推察される｡動物

を用いた飲泉実験では､食餌からの栄養が十分量供給され

るため､温泉水特有の化学成分が効果を発揮し難いと考え

られる｡今後､このような問題を考慮した上での検討が必

要である思われる｡
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