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緒　　　　言

ゼラチンはこれまでヒトに対してアレルゲン(抗原)性

を示さない蛋白質と考えられ､日常食品や医薬品､工業製

品などに幅広く使用されてきた｡特に､ウシやブタ由来の

動物性ゼラチンは種特異性が少ないことから､ウイルスワ

クチンの安定剤として添加されてきた｡さらに､近年はゼ

リーやグミ菓子､プリン､アイスクリームなどゼラチンを

添加した食品も増加している｡しかし一方では､乳幼児ら

を中心にワクチン接種時にアレルギー反応が誘導され､原

因としてゼラチンの関与を指摘する報告1)があり､また､

ゼラチン添加食品を摂取した後に､アナフィラキシーショ

ックを示した症例も報告2)されるなど､ゼラチンアレル

ギーに対する懸念が高まっている｡

ゼラチンアレルギーが増加している原因として､ワクチ

ン接種時にアジュバント(水酸化アルミニウム)とともに

含まれているゼラチンに非経口的に感作されることに加え､

乳幼児らが様々なゼラチン添加食品を摂取するため､経口

的にもゼラチンに感作される機会が多くなっていることが

考えられる｡さらに､消化吸収機能の未熟な乳幼児が食物

として最も早い時期に摂取する市販離乳食品の消費が急激

に増大しており､これらの食品による影響も考えられる｡

このことから､離乳食品中におけるゼラチンの存在を明ら

かにすることは､ゼラチンアレルギーの発生機序を食物ア

レルギーの観点から考える上で意義あることと考える｡

食品中のゼラチンを測定する方法としては､蛋白質の溶

解性などに基づいてゼラチンのみを分画した後の蛋白定量

が考えられるが､操作が煩雑であまり実用的ではない｡こ

のため､今回我々は市販離乳食中に含まれるゼラチンを簡

便で感度良く測定する目的で､ウサギ抗ゼラチン抗体を利

用したゼラチン測定のための酵素抗体法(Enzyme-linked

immunosorbent assay,以下ELISAとする)の確立を試

みた｡さらに､本法を用いて離乳食品中に検出されたゼラ

チンが､ゼラチンアレルギー患児の血清と反応するか否か

についても検討を加えたので合わせて報告する｡

方　　　　　法

1.ゼラチン測定のためのサンドイッチELISA法

(1)ウサギ抗ゼラチンIgG抗体の作製および精製

右田の方法3)を参考にして､ウシ骨髄由来ゼラチン(和

光純薬製生化学用) 1 mgをフロイントコンプリートアジ

ュバント(FCA,和光純薬)とともにウサギ皮下数カ所

に分けて接種した｡ 4週間後､同様に追加免疫を行い､さ

らに2週間間隔で2回免疫した｡部分採血を行い､ウェス

タンブロット法により抗ゼラチンIgG抗体の産生を確認

後､最終免疫の2週間後に､ウサギ心臓より採血を行い､

抗ゼラチン血清50mlを得た｡

抗ゼラチン血清を等量の生理食塩水で希釈し､飽和硫安

(pH6.6)を攪拝しながら33%硫安濃度になるように添加

した｡溶液を室温で30分間攪拌し､さらに30分間放置した｡

この33%飽和硫安添加血清を10,000 rpmで10分間遠心し

た後､沈殿を10mM phosphate-buffered saline (pH7.6

: PBS) 50mlに懸濁し再び33%飽和硫安分画を行った｡

白色沈殿物を20mM Phosphate buffer (pH7.6 : PB) 20

mlに溶解し､同緩衝液に対し透析を行い､遠心して不溶

物を除去した｡得られた上清を､ DE-52イオン交換クロ

マトグラフィー(Whatman社)に共し､カラムの非吸着

画分をIgG画分とした｡次にこの画分をゼラチンセファ



ロース4 B (Pharmacia社)に吸着させ､ビーズをPBS

で洗浄後､ 3.2mM塩酸(pH2.5)で抗ゼラチンIgG抗

体を溶出させた｡溶出液を中性にするため直ちに少量の1

M PB (pH7.0)を添加し､精製ウサギ抗ゼラチンIgG抗

体を調製した｡

(2)精製ウサギ抗ゼラチンIgG抗体のウェスタンブロッ

ト法による解析

抗原として用いたゼラチンを8%SDSポリアクリルア

ミドゲル電気泳動(PAGE)で展開後､クマシーブルー染

色を行い､一部をニトロセルロース膜(NC) に電気的に

転写し､短冊にしてNC片とした｡ NC片をスキムミルク

により室温で1時間ブロッキングした後､精製抗体(10μg/

ml)10mlを室温で一晩反応させた｡ 0.05% Tween-20を

含むPBS (PBST)で洗浄した後､アルカリフォスフアター

ゼ(ALP)標識ヤギ抗ウサギIgG抗体(Sigma社)の2,500

倍希釈液と室温で1時間反応させた　PBSTで洗浄後､

ニトロブルーテトラゾリウム液をALPの基質として加え､

室温で10分間反応させた｡

(3)抗ゼラチンIgG抗体のビオチン標識

Nerurkarら4)の方法に従い､抗ゼラチンIgG抗体をビ

オチン標識した｡抗体(0.5mg/ml)を0.1M carbonate緩

衝液(pH8.0)に透析後､ dimethylformamideに溶解し

た1 mg/mlのARiydroxysuccinimidobiotin (Pierce社)

を10分の1量加え､室温で4時間静置した｡反応液は

PBSで透析し､ビオチン標識ウサギ抗ゼラチンIgG抗体

とした｡

(4)ELISA法によるゼラチンの測定

ゼラチンを測定するためのサンドイッチELISAの方法を

図1に示した｡ 96穴平底マイクロプレート(Nunc-Immuno

PlateMaxisorp)の各ウェルに､ 0.05M carbonate-

bicarbonate緩衝液(pH9.6)で希釈したウサギ抗ゼラチ

ンIgG抗体(10μg/ml)を50μl加え､ 4℃で一晩固相化

させた｡ PBSTで洗浄後､ 1%ウシ血清アルブミン(BSA)

含有PBSを添加して37℃で2時間ブロッキングした｡洗

浄後､ウシゼラチン標準試料(50, 100, 200, 400, 800

ng/ml) 50μlを加え､室温で2時間反応させた｡次に､

ビオチン標識抗ゼラチンIgG抗体(1 μg/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ビジン(コスモバ

イオ社) 50μlを添加し､室温で1時間反応させた｡

PBSTで洗浄後､酵素反応の基質として､ 1 mg/mlオル

ソフェニレンジアミン(Sigma社)および0.012%過酸化

水素水を含む0.05M phosphate-citrate緩衝液(pH5.0)

50μlを加えて20分間発色させた｡反応液に1N硫酸50μl

を添加して反応停止させた後､マイクロプレートリーダー

(MPR A4i,東ソー)を用いて492nmにおける吸光度を

測定した｡

図1ゼラチン測定のための酵素抗体法の方法および概要図

2.離乳食品中に含まれるゼラチンのELISA法による測定

試験に供した離乳食品は､市販品から無作為に選んだ混

合果汁､中華風のだし､和風のだし､野菜がゆ(以上､明



治乳業)､野菜スープ､チーズとほうれん草､さかな野菜､

ツナと野菜のドリア(以上､雪印乳業)､トマトソース､

牛レバーと野菜(以上､和光堂)の10種類である｡これら

離乳食品の粉末0.1gに熱湯2 mlを加えてよく攪拌し､

さらにホモジナイザーで破砕した｡ 3,000rpmで遠心した

後の上清をPBSで希釈しゼラチン測定試料とした｡上記

のELISA法に従って､ウシゼラチン標準試料の代わりに

測定試料を50μl添加し､食品中のゼラチン含量を測定し

た｡

図2　離乳食品中ゼラチンとゼラチンアレルギー患児血清

との反応性に用いた酵素抗体法の概要図

3.離乳食品中ゼラチンとゼラチンアレルギー患児血清と

の反応

離乳食品中のゼラチンとゼラチンアレルギー患児血清と

の反応性を､図2に示すELISA法により検討した｡すな

わち､ウサギ抗ゼラチンIgG抗体(10μg/ml)を固相化

したマイクロプレートに離乳食品抽出物(中華風のだし)

50μlを反応させ､洗浄後､ 100倍希釈したゼラチン抗体陽

性血清50μlあるいは陰性血清50μlをそれぞれ室温で1時

間反応させた｡洗浄後､ 10,000倍希釈したペルオキシダー

ゼ標識ヤギ抗ヒトIgG抗体(Jackson ImmunoResearch

Laboratories) 50μlを室温で1時間反応させた｡酵素反

応はゼラチン測定のELISA法と同様に行った｡

なお､ゼラチン抗体陽性血清については､抗ゼラチン

IgE抗体価が､ 30.7, 6.0, 5.9, 3.9, 1.3 (ファルマシア

社の依頼測定)である5検体を使用した｡一方､ゼラチン

抗体陰性血清については､抗ゼラチンIgE抗体価が0.35

未満の5検体を使用した｡

結　　　　　果

1.ゼラチン測定のためのサンドイッチELISA法について

ウシ骨髄ゼラチンをFCAとともにウサギ5羽に免疫し

たところ､ 1羽のみに抗ゼラチンIgG抗体の産生をウェ

スタンプロット法により認めた｡ウサギ抗ゼラチン血清50

mlを硫安分画､イオン交換クロマトグラフィーおよびゼ

ラチンセファロース4Bを用いたアフィニティークロマ

トグラフィーにより精製し､ウサギ抗ゼラチンIgG抗体

の標品約1 mgを得た｡ウシゼラチンを抗原としたSDS

-PAGE後のウエスタンブロット法による解析から､精

製抗体は様々なサイズのウシゼラチンに対して広く反応す

ることを認めた(図3)｡精製抗体の一部をビオチン標識し､

ゼラチン測定のためのサンドイッチELISA法の確立を検

討した(図1)｡本測定法によるウシゼラチンの標準曲線

を図4に示した｡ウシゼラチンの用量に依存した曲線が得

られ､検出限界は10ng/mlであった｡

2.離乳食品中のゼラチン含量の測定

今回確立した方法を用いて､ 10種類の離乳食品について

ゼラチン含量を調べた｡その結果､中華風のだし､和風の

だし､ツナと野菜のドリア､牛レバーと野菜の4種類から

ゼラチンが検出された｡標準曲線から各々のゼラチン含量

を求めると､試料0.1gあたり､それぞれ50.5, 6.7, 0.5,

5.5μgであった(図5)｡

図3　精製ウサギ抗ゼラチンIgG抗体のウェスタンブロ

ットによる解析



図4　酵素抗体法により測定したウシゼラチンの標準曲線

図5　離乳食品0.1gあたりのゼラチン含量

表1離乳食品一袋(一食)あたりのゼラチン含量および原材料



図6　離乳食品中のゼラチンとゼラチンアレルギー患児血

清との反応

離乳食品あたりのゼラチン含量とその原材料を表1にま

とめた｡最も多く検出された中華風のだしからは一袋あた

り約1.5mgのゼラチンが検出された｡また､牛レバーと

野菜､和風のだし､ツナと野菜のドリアからは､それぞれ､

303, 200, 50μgのゼラチンが検出された｡他の食品にお

いては､検出限界以下であった｡

3.離乳食品中ゼラチンとゼラチンアレルギー患児血清と

の反応

10種類の離乳食品の中でゼラチンが最も多く検出された

｢中華風のだし｣抽出物を用いて､離乳食品中のゼラチン

とゼラチンアレルギー患児血清との反応性をELISA法に

より調べた｡その結果､図6に示すように抗ゼラチンIgE

抗体価が0.35未満のゼラチン抗体陰性血清では吸光度

(492nm)が､ 0.010, 0.025, 0.020, 0.033, 0.021とわ

ずかな反応を示すのに留まった｡これに対して､抗ゼラチ

ンIgE抗体価が0.35以上(30.7, 6.0, 5.9, 3.9, 1.3)

のゼラチン抗体陽性血清では､吸光度がそれぞれ0.270,

0.140, 0.149, 0.128, 0.089と抗体価に応じて離乳食品中

のゼラチンと反応するIgG抗体が検出された｡

考　　　　　察

ゼラチンはワクチンの安定剤として広く用いられており､

三宅ら5)やKelsoら6)がワクチン接種後にアナフィラキ

シーを含む即時型反応を示した患児血清からゼラチン特異

IgE抗体を検出して以来､ゼラチンアレルギーについて多

数の報告がされている7-9)｡また､我々は乳幼児の血清中

のゼラチン特異的IgEやIgG抗体の陽性頻度が年々増加

していることを報告している10)｡最近のゼラチンアレル

ギー増加の原因として､ゼラチン含有ワクチンの反復接種

による要因以外にも､乳幼児らによるゼリーやプリンなど

のゼラチン含有食品の摂取頻度の増加が考えられる｡

今回､我々は離乳食品中のゼラチン含量を測定する目的

で､新たにウサギ抗ゼラチン抗体を作製し､この抗体を利

用したサンドイッチELISA法を確立した｡ゼラチンはコ

ラーゲンの加水分解産物であり､動物の生体中に存在する

ことから抗原性を示さないと言われている｡また､マウス

にアジュバントとともにゼラチンを免疫した場合､特異抗

体を誘導しないことが報告されている11)｡しかし､我々は

5羽のウサギにFCAとともにウシゼラチンを免疫したと

ころ､ 1羽のウサギに抗ゼラチンIgG抗体が誘導される

ことを確認した｡このことは､異種の動物間においては強

いと言えないまでもゼラチンに抗原性があることを示唆し

ている｡抗体精製の過程では､ゼラチンセファロース4 B

を用いたアフィニティークロマトグラフィーにより､ゼラ

チンに対して特異的なIgG抗体を得ることに成功した(図

3)｡こうして得られた抗体を利用して図1に示すゼラチ

ン測定のためのサンドイッチELISA法を検討したところ､

ウシゼラチンによる良好な標準曲線が得られた(図4)｡

これまでゼラチンを簡便に測定する方法が報告されていな

いことから､我々が確立したゼラチン測定のためのサンド

イッチELISA法は､簡便性､感度および特異性の面から

有用であると思われる｡ただし､抗原として用いたウシゼ

ラチンは結合組織コラーゲンの分解ペプチドであることか

ら､分子量は必ずしも均一ではなく､大小様々である(図

3)｡今回確立したELISA法から得られた値は､このウ

シゼラチンを標準とした場合の値であり､定量的な精度を

高めるためには抗原とするゼラチンの種類を選別して使用

するなどの改善が必要であろう｡

10種類の市販離乳食品についてゼラチン含量の測定を行

い､ 4種類の食品でゼラチンが検出された(図5)｡これ

らの食品の包装に表示されている原材料中にはゼラチンは

含まれていないが､共通してチキンやポークなどのエキス

類およびレバーなどの肉類が含まれていた(表1)｡した

がって検出されたゼラチンは､これらエキス類および肉類

に由来する可能性が考えられる｡なお､エキス類含有の表

示がある食品で必ずしもゼラチンが検出されないことから､

エキスの種類や添加量の違い､あるいは抽出効率の違いに

より､食品中のゼラチン含量に差が生じたものと考える｡

つぎに､本測定系で検出された離乳食品由来のゼラチン

と､ゼラチン抗体が陽性でゼラチンアレルギーと診断され

た患児血清との反応性についてELISA法により検討した

(図2)｡ゼラチン抗体陽性血清5例を用いた反応では､

IgE抗体価の強さに比例して離乳食品中のゼラチンとIgG



抗体との抗原抗体反応が認められた(図6)｡このことは､

離乳食品由来のゼラチンがゼラチンアレルギー患児の血中

に産生している抗ゼラチンIgG抗体と反応することを示

している｡このことより､離乳食品中にはゼラチンアレル

ギーを誘導または誘発しうるゼラチンの存在が明らかとな

った｡

乳幼児がどのような機序でゼラチンに感作されるのか明

らかでないが､三種混合(DPT)ワクチンにアジュバン

トとともに含まれる微量のゼラチンによる非経口感作が最

も重要視されている｡しかしながら､初めてゼラチン含有

ワクチンを接種した乳児でゼラチンによるアレルギー反応

を示した例9)もあることから､ゼラチンによる感作は卵､

大豆､牛乳などの3大アレルゲンの様に生後早い時期に食

物を通じて成立する場合も考えられる｡今回我々は､食品

中のゼラチン測定法を新たに確立し､市販離乳食品中のゼ

ラチンの存在を明らかにした｡このことは､ゼラチンアレ

ルギーの発症機序を明らかにする上で意義あることと考え

る｡また､本ELISA法で得られた結果より､食品の原材

料名からゼラチン含有の有無をある程度予測することが可

能となったことも大きな成果と思われる｡このELISA法

は離乳食品以外の食品についても応用できることから､乳

幼児が摂取する機会の多い他の食品についても､今後､よ

り詳細な調査研究を行う予定である｡

結　　　　　語

離乳食品中のゼラチンを測定するため､ウサギ抗ウシゼ

ラチンIgG抗体を作製し､この抗体を用いた酵素抗体法

(サンドイッチELISA)を開発した｡本法により､市販離

乳食品についてゼラチン含量を測定したところ､ 10種類中

4種類にゼラチンが検出され､多いものでは1袋(1食)

あたり1.5 mgのゼラチンが検出された｡これらのゼラチ

ンは､原材料として使用されたチキンやポークなどのエキ

ス類及び肉類に由来するものと考えられた｡さらに､離乳

食品中のゼラチンは､ゼラチンアレルギー患児血清と反応

することが認められた｡これらのことから､生後早い時期

に食する離乳食品の中にはゼラチンアレルギーを引き起こ

す可能性のあるゼラチンの存在が明らかとなった｡

本研究は北海道立衛生研究所において平成7年度より開

始された｢健康科学プロジェクト研究｣の一環として行っ

たことを付記する｡

本研究にあたり､有意義な意見を頂いた山中樹先生およ

び我妻義則先生をはじめとする北海道子供のアレルギーの

会の諸先生方に深謝申し上げます｡
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英　文　要　約

We established an enzyme-1inkedimmunosorbent

assay (ELISA) for detecting gelatinin baby food using

anti-gelatin IgG generatedin rabbit. Using this assay

system, we determined the gelatin amount containedin

10 commercial baby foods. As a result, gelatin was de-

tectedin four of these ten foods. One baby food showed

the high gelatin content at the level of 1.5mg per pack-

age. It seems that these gelatinin baby foods was de-

riVed from extract and meat of chicken, pork and beef.

In addition, we found that gelatinin baby food reacted

with serum of patient with gelatin allergy. These results

suggest that some baby foods contain gelatin, which

could be a cause of gelatin-allergy.

Koy words : allergy ; gelatin ; baby food ; ELISA


