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研究成果の概要（和文）：金属酸化物ナノ粒子は、その特徴的な形状や性状から健康や環境への

影響が懸念されている。本研究では、酸化亜鉛ナノ粒子と抗原の曝露がマウスアレルギー性気

管支喘息に与える影響を検討した。その結果、酸化亜鉛ナノ粒子と抗原の曝露による気道閉塞

の明らかな上昇が、抗原もしくは酸化亜鉛ナノ粒子単独曝露群と比較して認められた。さらに、

肺への炎症細胞浸潤（特に好酸球）および IgE の上昇が観察された。これらの結果より、酸化

亜鉛ナノ粒子はアレルギー性気管支喘息を増悪化させる可能性が示唆された。 

 

 

研究成果の概要（英文）：The development of nano-technology has increased opportunities 

to be exposed engineered nanomaterials in the environment. In this study, we 

examined whether sensitization by the combination of ZnO nanoparticels as metal 

oxide nanoparticles with ovalbumin (OVA) promotes allergic asthmatic responses. In 

the ZnO+OVA group, the fourth antigen challenge caused not only early- but also 

late-phase increases in airway resistance, although these responses were not observed 

in the ZnO or OVA group. Sensitization with ZnO and OVA promoted airway 

inflammation such as infiltration by eosinophils and antigen-specific IgE production. 

In conclusion, these results suggest that exposure to ZnO and antigen can exacerbate 

allergic asthmatic responses.  
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１．研究開始当初の背景 

金属酸化物ナノ粒子は、一般に酸化亜鉛、

酸化チタン、酸化セリウム、酸化アルミニウ

ム、酸化鉄などが知られており、自動車、エ

レクトロニクス、パーソナルケア用品、日用

品などの様々な分野で、複合材料、触媒、コ

ーティング、塗料、日焼け止めなどとして使

用されている。今後、世界市場における金属

酸化物ナノ粒子製品の売り上げは、軍事、医

療といった新しい分野でも急拡大し、2017 年

には 1,400 万ドルに達すると見られている

（Future Markets Inc市場調査レポート 2010）。

一方、種々ナノ粒子はその特徴的な粒子形状

と粒子サイズ、さらにはナノ粒子表面の物質

や官能基などに起因して個々に異なった細

胞毒性を有すると考えられている。また、大

気中で拡散・移動性が高いことから呼気曝露、

さらには食物連鎖を介したヒトへの影響（循

環器や免疫系などに異常を起こす可能性）が

危惧されている。今後、金属酸化物ナノ粒子

を含む種々ナノ粒子の用途開発が進むにつ

れ、様々な形態で生活に浸透していくと予測

され、これらナノ粒子の個別の安全性や毒性

について十分な知識を持っておく必要があ

る。 

アレルギー性気管支喘息は、血中の抗原特

異的 IgEの上昇を特徴とする慢性炎症性疾患

であり、その病態は、呼吸困難、喘鳴、咳お

よび痰を主症状とする。吸入により気道粘膜

に付着した抗原が、マクロファージなどの貪

食細胞によって抗原提示を受け、これを T 細

胞が認識することにより Th2 サイトカイン

である IL-4 などを産生し、これが B 細胞に

作用して IgE 抗体が産生される。IgE 抗体は

肥満細胞膜上に結合し、再度侵入してきた抗

原と IgEが結合することによりヒスタミンな

どのメディエーターが放出され、これらが組

織を攻撃する。実際に喘息患者に抗原惹起を

行うと、30 分以内に誘発される即時性喘息反

応が認められる。また、抗原に繰り返し曝露

されることにより慢性・重症化した患者では、

Th2 細胞や好酸球などの種々炎症細胞が関

与すると考えられる遅発性喘息反応、気道過

敏性、さらには気道リモデリング（杯細胞過

形成および肺線維化）が認められる。一方、

アレルギー患者の増加は、環境汚染と密接な

関係があることが指摘されており、今後金属

酸化物ナノ粒子もアレルギー性喘息の発症

に影響を与える可能性が考えられる。 

  

２．研究の目的 

金属酸化物ナノ粒子曝露のアレルギー性
気管支喘息に与える影響およびそのメカニ
ズムについて明らかにする。研究代表者は、
これまでにヒトに類似した臨床症状を示す
マウス実験的アレルギー性気管支喘息モデ
ルを開発してきた。本モデルは、二相性喘息
反応および気道リモデリングを示す。また、
本モデルに多層カーボンナノチューブを気
管内曝露すると、喘息症状が増悪化されるこ
とを明らかとしてきた。今後、カーボンナノ
チューブのみならず金属酸化物ナノ粒子の
生産増加に伴い、ヒトは大気中または食事か
ら金属酸化物ナノ粒子に曝露される機会が
増加することが予想され、肺組織、さらには
体内臓器への蓄積により免疫系の異常など
の影響を受ける可能性がある。したがって、
本研究ではマウス実験的アレルギー性気管
支喘息モデルを用いて、金属酸化物ナノ粒子
である酸化亜鉛（ZnO）がアレルギー性気管
支喘息症状に与える影響について調べる。 

 

３．研究の方法 

 

感作および惹起方法は、Fig. 1 に示す。
Ovalbumin (OVA)溶液に ZnO を加え、それ
を繰り返し気管内に投与することによりマ
ウスを感作した。その後、感作マウスに OVA

を気管内に直接 4回投与することにより惹起
した。抗原惹起 4 回目の気道抵抗の変動は、
覚醒下のマウスを多機能呼吸測定装置
（Pulmos-I, M.I.P.S.）により測定した。また、
抗原惹起 4 回目の 24 時間後に気管支肺胞洗
浄を行うことにより炎症細胞数の変動を測
定した。 

 
４．研究成果 

OVA と ZnO で感作したマウスの抗原惹起
4 回目において、惹起 10 分および 3 時間後
に認められる喘息反応（二相性喘息反応のピ
ーク）の程度は OVA もしくは ZnO の単独で
感作した群より明らかに増加していた(Fig. 

2)。気管支肺胞洗浄液中には明らかな好酸球
の増加(Fig. 3)、さらには肺組織中への炎症細
胞の浸潤（H&E）が観察された（Fig. 5）。
OVA+ZnO で感作したマウスでは血中の抗体
価（IgE）の上昇が認められた(Fig. 4)。さら
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Fig. 1  Experimental study protocol.



には、気道リモデリングである杯細胞の過形
成（PAS）が OVA+ZnO 群において明らかに
認められた(Fig. 5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の成績より、酸化亜鉛を抗原とともに
肺へ投与することにより感作したマウスに
おいて、二相性喘息反応の増悪化ならびに肺
への好酸球の浸潤が誘起されることが明ら
かとなった。また、慢性化において認められ
る杯細胞の過形成も観察された。 
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the 4th challenge in mice. 
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