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研究成果の概要（和文）：海産魚摂取に伴う蕁麻疹等のアレルギー症状は、アニサキス（海産魚に寄生する線
虫）がその一因と考えられている。アニサキス感作動物にそのホモジネートを投与した場合に抗体反応を増強さ
せる抗原分画のうち、熱処理に耐性な約35kDaと14kDa分画の同定を試みた。35kDa分画はアニサキスアレルゲン
の一つであるヘモグロビンであり、他方は同アレルゲンのAni s 9またはミオフィリンと考えられた。国内アニ
サキス症の主原因Anisakis simplex sensu strictoのヘモグロビンmRNAの塩基配列およびアミノ酸配列を同定
し、同胞種（A.pegreffii）間の変異を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Allergic symptoms such as urticaria following ingestion of marine fish has 
been thought to be caused by Anisakis simplex (nematode parasitizing in marine fish). We tried to 
identify approximately 35 kDa and 14 kDa fractions from this larval nematode, being resistant to 
heating among antigenic fractions which enhance antibody reaction when homogenate was administered 
to Anisakis sensitized animals. The 35 kDa fraction was identified as haemoglobin which is one of 
Anisakis allergens, and the other was thought to be Anisakis allergen Ani s 9 or myophylline. The 
amino acid sequence of haemoglobin of Anisakis simplex sensu stricto, the main cause of domestic 
Anisakis disease, was identified, and its variation between sibling species (A. pegreffii) was 
revealed.

研究分野： 寄生虫学

キーワード： 食品衛生　食中毒　寄生虫　アニサキス

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

 アニサキス症は、海産魚の刺身等に紛れた
生きたアニサキス幼虫を摂取後に、幼虫が消
化管粘膜に侵入し激烈な腹痛等を惹起する
寄生虫性食中毒で、日本国内の症例数は世界
で最も多く、年間少なくとも千例以上と見積
もられている。感染歴のある患者では死滅幼
虫の摂取でもアレルギー（蕁麻疹等）が惹起
されると推測されているが未だ証明されて
いなかった。我々のこれまでの研究において、
アニサキス感作動物に同幼虫のホモジネー
トを経口投与すると、アニサキス特異抗体の
産生が再び増強される現象を確認していた
が、その特異抗体がアニサキス幼虫のどのよ
うな抗原を認識しているかについては不明
であった。アニサキス症患者の初感染、再感
染後の血清を用いた抗原解析は実際には困
難であり、そのような実験報告もなく、さら
に、動物実験においても同様の解析がなされ
ていないことから、アニサキス症における初
感作、再感作時の特異抗体による抗原認識の
挙動も不明であった。 
 
２．研究の目的 

 前述した研究背景のもと、本研究では 2つ
の内容に焦点をあてた。（１）アニサキス幼
虫の初感染後、再感染後および同幼虫ホモジ
ネートの投与後に経時的に採血し、幼虫抗原
を認識する特異抗体の経時的な挙動をイム
ノブロット法で確認することで、どの抗原分
画が特異抗体の産生を再誘導させているの
かを明らかにできるのではないか？（２）再
感作後に特異抗体が強く認識する抗原分画
を同定できれば、既知抗原との照合でその抗
原のアレルゲンとしての可能性を探ること
が可能で、さらに、アニサキス感作動物にそ
れら抗原分画を接種した場合、何らかのアレ
ルギー症状が引き起こされるのではないだ
ろうか？この 2点を解明する手掛かりをつか
むため、以下の実験を行った。 

 

３．研究の方法 

（１）抗原調整・アニサキス幼虫等の感染・
ELISA法による抗体 OD値の測定 
 サバより採取したアニサキス幼虫
Anisakis simplexを生きたままの状態で、ラ
ット（Wistar ♂）1頭あたり 15～20匹経口
投与し（初感染）、その 8 週後に再度同幼虫
を同数経口投与した（再感染）。再感染後 12
週目に幼虫ホモジネート（幼虫 15 匹分）を
経口投与し、その 2週目に供試ラットを安楽
死させた。採血は初感染～ホモジネート投与
後 2 週目まで毎週行い、特異抗体 OD 値の挙
動を ELISA 法で測定した。ELISA 法およびイ
ムノブロット法の血清はプール血清として
用いた。抗原には幼虫をペッスルで処理した
破砕物を超音波処理し、遠心後の上清を用い
た（虫体抽出抗原）。ELISA法では、抗原コー
ティング～ブロッキング後に、一次抗体（ラ
ット血清）をプレートウェルに添加し、さら

に HRP 標識抗ラット IgG、IgM 二次抗体を添
加後に発色基質を加えプレートリーダーで
OD値を測定した。IgE抗体の測定には、二次
抗体にマウス抗ラット IgEモノクローナル抗
体（MARE-1）を用い、三次抗体に HRP標識抗
マウス IgG 抗体を添加して同様に OD 値を測
定した。 
 
（２）イムノブロット法 
 虫体抽出抗原に Laemmliバッファーと 2メ
ルカプトエタノールを加えて 5分間沸騰浴中
で加熱した後に、4～20%の gradient ゲルを
用いて SDS-PAGE を行った。泳動後のゲル中
のタンパク質を PVDF 膜に転写し、ブロッキ
ング後に 12 レーンのスクリーナブロッター
にセットして各レーンに希釈血清サンプル
を添加し、4℃一晩振盪反応させた。その後
各レーンを洗浄してメンブレンを取り外し
再度十分に洗浄した後に、前述同様の二次抗
体および三次抗体をトレイに添加して 1時間
室温で振盪反応させた。反応後に DAB染色メ
タルエンハンサーを用いて、抗体が認識する
抗原分画を可視化した。 
 
（３）抗原の熱耐性試験 
 虫体抽出抗原の加熱処理は、沸騰浴中 30
分、90℃115 分、121℃20 分で行った。加熱
処理後、前述同様に SDS-PAGE～ブロッティン
グを行い、感染ラットの免疫血清を用いて
IgG、IgE抗体によるイムノブロットを行った。 
 
（４）虫体抽出抗原の二次元電気泳動とイム
ノブロッティング 
 虫体抽出抗原を等電点電気泳動用試薬で
前処理した後に、アガロースゲルを用いて一
次元電気泳動を行った。泳動後にゲルの固定、
洗浄、平衡化を行い、5～20%の gradient ゲ
ルに密着させ SDS-PAGE 行った。PAGE 後のゲ
ルは CBB染色で抗原のスポットを確認すると
ともに、同様に泳動した他のゲルについては
PVDF膜に転写後 CBB染色しスポットを確認後
に脱染色し、前述同様のイムノブロットを行
った。 
 
（５）質量分析による抗原分画タンパク質の
同定 
 SDS-PAGE で分離された虫体抽出抗原の中
で、幼虫ホモジネート投与後の血清を用いた
イムノブロットで特異抗体の反応性が増強
した抗原スポットの特定を二次元電気泳動
－イムノブロット法で試み、当該スポットを
切り出した後に Nano LC-MS/MS 分析を行い、
Mascot search により有意なタンパク質の検
索を行った。 
 
（６）アニサキスヘモグロビンアミノ酸配列
の塩同定 
 日本海産（石川県沖）マサバより分離し、
形態学的に Anisakis simplex と同定した同
幼虫 10 隻について、各々を PBS で複数回洗



浄した後、幼虫ごとにその尾末端少量を切り
出し、DNA 抽出キットを用いて DNA を抽出し
た。それ以外の虫体部分は、キットを用いた
虫体 RNA の抽出に供した。抽出した DNA は、
アニサキス同胞種を同定するための PCRおよ
び PCR-RFLP に供し、各々の虫体を遺伝子レ
ベルで同定した。RNA については、同胞種ご
とにその濃度が最も高かった RNA を用いて、
SMARTer RACE 5’/3’キットおよび新たに合
成した gene specific primer（GSP）を用い
てアニサキスヘモグロビン mRNA の塩基配列
を同定するとともに、アミノ酸配列に変換し
て既知アニサキスヘモグロビンのそれらと
比較した。 
 
（７）感作ラットへの抗原分画抽出物の接種
試験 
 アニサキス虫体抽出抗原で免疫し、ELISA
法でその特異抗体上昇を確認したラットに、
SDS-PAGEで分離した約 35kDaおよび 14kDa分
画を切り出し、同ゲル片を電気溶出後に脱
SDS 処理等を行い、その精製物をラットの尾
静脈に接種し行動の変化を観察した。対照に
は抗原を含まないゲル片からの抽出物を接
種した。 
 
４．研究成果 

（１）アニサキス幼虫感染後の IgG抗体の挙

動については、初感染後その OD値は上昇し、

再感染後にも再上昇した。再感染後に幼虫ホ

モジネートを投与した場合、OD値の再上昇を

認めた（Fig.1）。 

 
Figure 1 アニサキス幼虫の初感染、再感染およびその

ホモジネート投与後の ELISA IgG OD 値の推移。r:再感

染後、h:ホモジネート投与後 

 

 IgMについても OD値は初感染後に急上昇し、

2 週目のピークに達した後で急激に低下し、

再感染後には再び急上昇した。再感染後にホ

モジネートを投与した場合、OD値の再上昇が

認められた（Fig. 2）。このことから、IgM抗

体の OD 値の挙動はアニサキス幼虫感染の急

性経過を反映するものと考えられる。 

 
Figure 2 アニサキス幼虫の初感染、再感染およびその

ホモジネート投与後の ELISA IgM OD 値の推移。r:再感

染後、h:ホモジネート投与後 

 

 一方、IgE 抗体の OD 値についても、IgG、

IgM 同様に初感染後上昇を認め、再感染後に

も再上昇を認めた。また、ホモジネート投与

後にもその再上昇が認められた（Fig. 3）。 

 
Figure 3 アニサキス幼虫の初感染、再感染およびその

ホモジネート投与後の ELISA IgE OD 値の推移。r:再感

染後、h:ホモジネート投与後 

 

 以上のことから、アニサキス幼虫をラット

に初感染、再感染させた場合に、各特異抗体

OD値はその感染により（再）上昇することが

確認され、さらに、幼虫ホモジネートを投与

した場合でも、特異抗体 OD 値が程度の差は

あれ再上昇したことから、感作ラットでは幼

虫ホモジネートを摂取した場合に、その消化

管内でアニサキス抗原に対する何らかの免

疫応答が起こっているものと推測された。 

 

（２）イムノブロット法により特異抗体が認

識する虫体抽出抗原分画の経時的な変化を

調べたところ、IgG においては、初感染後 6

週目から 130kDa、50kDa、35kDa（矢印）、100kDa、

15kDa（矢頭）付近の複数の分画を認識した。

再感染後は 50kDa、35kDa 付近の分画に対す

る反応が強くなった。ホモジネート投与個体

群では、50kDa、35kDa、15kDa 付近の分画に

対する反応がより強まる傾向が認められた

（Fig. 4）。 
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Figure 4 アニサキス幼虫の初感染、再感染およびその

ホモジネート投与後のイムノブロット（IgG）。1: 0wk、

2: 2wk、3: 6wk、4: 8wk、5: r1wk、6: r4wk、7: r6wk、

8: r8wk、9: r10wk、10: r12wk、11: h1wk、12: h2wk 

 

 IgMにおいては、初感染後 2 週目から 50kDa、

35kDa（矢印）付近の複数の分画と、130kDa

（矢頭）付近のスメア状分画に対する反応が

認められ 8週目にはその反応は大きく減退し

ていた。再感染後には 50kDa、130kDa付近に

対する反応が強くなり、それ以降徐々に反応

は減退していった。ホモジネート投与後では、

50kDa、130kDa 付近の分画に対する反応が強

くなる傾向が認められた（Fig. 5）。 

 
 
Figure 5 アニサキス幼虫の初感染、再感染およびその

ホモジネート投与後のイムノブロット（IgM）。1: 0wk、

2: 2wk、3: 6wk、4: 8wk、5: r1wk、6: r4wk、7: r6wk、

8: r8wk、9: r10wk、10: r12wk、11: h1wk、12: h2wk 

 

 IgE 抗体においては、初感染後 2 週目から

250kDa、50kDa、35kDa（矢印）付近の複数の

分画を認識した。6週目頃から 15kDa（矢頭）

付近の分画に対する反応も認められた。8 週

目にはそれらの反応性は減退した。再感染後

は 250kDa、130kDa、50kDa、35kDa、15kDa付

近の分画に対する反応が強くなった。ホモジ

ネート投与後では、50kDa、35kDa、15kDa 付

近の分画に対する反応がより強まる傾向が

認められた（Fig. 6）。 

 
 
Figure 6 アニサキス幼虫の初感染、再感染およびその

ホモジネート投与後のイムノブロット（IgE）。1: 0wk、

2: 2wk、3: 6wk、4: 8wk、5: r1wk、6: r4wk、7: r6wk、

8: r8wk、9: r10wk、10: r12wk、11: h1wk、12: h2wk 

 

 以上のことから、幼虫感染後の経時的な

ELISA OD値とイムノブロットによる抗原分画

に対する反応の強弱の挙動はリンクしてい

る傾向が認められた。また、その傾向はホモ

ジネート投与後でも同様と推測された。特に

イムノブロットで約 35kDa、15kDa の分画に

対する IgG、IgE の反応性が強まっているこ

とから、両分画に含まれる抗原はホモジネー

ト投与後の抗体 OD 値の上昇に関与した抗原

の一部である可能性があると推測された。 

 

（３）加熱処理した虫体抽出抗原についてイ
ムノブロットを行ったところ、沸騰浴中で 30
分処理した場合、15～200kDa前後まで幅広い
分画に対する抗体反応を認めた（Fig. 7、レ
ーン 1）。特に、15kDa（矢頭）、35kDa（矢印）
に対して強い反応を認めた。115℃で 90分処
理した場合、15kDaと 200kDa付近に陽性反応
を認め（レーン 2）、他の分画に対する反応性
は前処理の場合と比較してかなり減弱して
いた。121℃20 分処理した場合は、115℃で
90分処理した場合とほぼ同様であったが、そ
の反応性は 115℃90分処理の場合よりも強く
認められた。 

 
 
Figure 7 虫体抽出抗原の加熱処理後のイムノブロット

（IgG）。レーン 1：沸騰浴中 30 分、レーン 2：115℃90

分、レーン 3：121℃20分 



 以上のことから、アニサキス幼虫の初感染、
再感染およびそのホモジネートを投与した
後で抗体反応性が増強する抗原分画である
約 35kDa と 15kDa の分画に含まれる抗原は、
耐熱性があると考えられ、特に国内の海産物
缶詰商品の加熱処理（115℃90 分）でもその
抗原性が保持されていることから、両抗原分
画は海産物加工食品摂取後のアニサキスア
レルギーに関与する可能性があると推測さ
れた。 
 

（４）アニサキス幼虫の再感染および幼虫ホ

モジネート投与後に、イムノブロットで抗体

反応が増強し、熱耐性を示した約 35kDa付近

の分画を同定するため、二次元電気泳動で抗

原分画を展開して調べたところ、約 35kDa付

近の分画は、CBB 染色像で見る限り少なくと

も 2つのスポット（矢印、破線矢印）で構成

されていた（Fig. 8）。 

 

 
 

Figure 8 虫体抽出抗原の二次元電気泳動とその CBB染

色像。約 35kDa付近の抗原分画には少なくとも 2つの分

画（破線矢印と矢印）が含まれている。 

 

 
 
Figure 9 二次元電気泳動後のイムノブロット像。約

35kDa 付近の抗原分画で矢印部分のスポットに対する抗

体の反応性が強い。 

 

さらに、同二次元電気泳動のイムノブロット

では、矢印で示したスポットに対する抗体反

応がより強く認められた（Fig. 9、矢印）。

一方、35kDa と同様にイムノブロットで強い

反応性を認め、熱耐性を有した 15kDa付近の

分画については、二次元電気泳動後のイムノ

ブロットで複数のスポットを確認したが、そ

れらを泳動後の染色ゲルで確認し切り出す

ことは困難であった。このため、後述するよ

うに、SDS-PAGEで抗原分画した後に、当該サ

イズを切り出し質量分析に供した。 

 以上のことから、約 35kDaの分画には少な

くとも 2 つの等電点の異なる分画が存在し、

より強い抗体反応を示した一方の分画が再

感染、ホモジネート投与後の抗体反応の増強

に関与しているものと考えられた。 

 

（５）二次元電気泳動後のイムノブロットで

特定した、抗体反応を増強させる可能性のあ

る約 35kDaスポットについて、質量分析なら

びに Mascot Searchでその同定を試みた。そ

の結果、当該スポットは 2015年に 13番目の

アニサキスアレルゲンとして報告されたア

ニサキスヘモグロビンであることが判明し

た。消化管アニサキス症患者の約 8割がこの

アレルゲンに抗体陽性を示すことから、アニ

サキスヘモグロビンは主要アレルゲンとし

て知られている。さらに、アニサキス感染後

に蕁麻疹等のアレルギー症状を呈した患者

の約 6割でも陽性との報告がある。一方、約

15kDa 付近の分画については、前述したよう

に、二次元電気泳動像でスポットの特定が困

難だったため、ゲル濃度を変更した PAGE ゲ

ルを用いて SDS-PAGE とイムノブロットを行

い、当該分画を切出した後で、その質量分析

を行った。その結果、過去に報告されていた

熱耐性のアニサキスアレルゲン（Ani s 9）

およびアニサキス線虫と近縁なブタ回虫等

で報告のあるミオフィリンタンパク質が有

意にヒットし、少なくともこれらのタンパク

質が約 15kDa分画に含まれ、それらの何れか

または両方に抗原性があるものと考えられ

た。 

 

（６）アニサキス亜科線虫において、ヘモグ
ロビン mRNA の塩基配列は Pseudoterranova 
decipiensと Anisakis simplexの同胞種の一
種 A. pegreffii のみで報告されていた。今
回の調査において、既知 GSPプライマーを用
いて RACE-PCR を行っても増幅産物を得るこ
とはできなかったが、新規に設計した GSPプ
ライマーにより、日本においてアニサキス症
の主原因である A. simplex sensu stricto
の同配列を初めて明らかにするとともに、日
本近海に分布する A. pegreffii のその配列
も明らかにした（Fig. 10）。その結果、異な
る同胞種間のみならず、同じ同胞種間におい
てもそのアミノ酸配列に変異を認めた。
Anisakis pegreffiiのヘモグロビンには抗原
エピトープが 5部位存在すると報告されてい



るが、その中で最も重要とされる IgE結合と
その特異性に関与するエピトープ 2と 5のア
ミノ酸配列は、今回解析した A. simplex 
sensu strictoおよび A. pegreffiiにおいて
変異を認めなかったが、他のエピトープ 1、3、
4において複数の変異が認められた。 
 

 
 

Figure 10  今回の調査で明らかにした Anisakis 
simplex sensu strictoと A. pegreffiiのヘモグロビン
のアミノ酸配列。 

 

（７）約 35kDaの抗原抽出物を接種したアニ
サキス感作ラット 4個体は、個体差はあるが、
接種後に沈鬱、顔擦り、体舐め、ふるえ等の
行動が認められた。また、15kDa の抽出物を
接種した 4個体においても同様の行動が認め
られ、特に 15kDa抽出物の接種個体群でその
行動はより多く観察された。また、抗原を含
まないゲル片からの抽出物を接種した対照 2
個体については、一方の個体で顔擦り、体舐
めの行動が少し認められたが、沈鬱は認めら
れず活発に行動していた。この実験では、実
験前に準備したマサバにおいてアニサキス
幼虫の寄生数が少なかったために、虫体抽出
抗原を皮下に免疫することで感作個体とし
た。虫体感染と抗原の皮下免疫において、幼
虫抗原に対する免疫応答に差がある可能性
もあるが、免疫感作ラットに約 35kDa、15kDa
抗原の虫体抽出物を接種した場合、前述した
アレルギー様症状が発現している可能性は
否定できないと考えられる。今後はラット好
塩基球腫瘍化細胞（RBL-2H3）を用いた脱顆
粒試験においても、アニサキスヘモグロビン
および約 15kDa 分画に含まれる抗原と特異
IgE抗体との反応性を検討する必要がある。 
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