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研究成果の概要（和文）：我々が作製したモデルマウスに発症するニッケルアレルギーを解析し

た．アレルギー発症皮下に浸潤する細胞の主体は CD3 陽性細胞（T 細胞），CD11C/MHC classII 

陽性細胞（樹状細胞）であることが明らかとなった．金属アレルギーモデルにおける免疫細胞

のシグナル伝達機構を解析したところ，in vivo，in vitro 双方の樹状細胞上に p38/MKK6 の活

性化を認めた． 

 

研究成果の概要（英文）：We analyzed Ni allergy symptoms in the mouse model which we 
produced. The major populations of infiltrated immune cells around the allergic region 
in skin were CD3 positive cells (T cells) and CD11c/MHC classII positive cells (dendritic 

cells). p38/MKK6 pathway in dendritic cells was activated by Ni stimulation both in vivo 

and in vitro. 
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１．研究開始当初の背景 

パッチテスト検査法の普及と共に，金属ア
レルギーの臨床的な研究は進んでいるが，病
因論については，一般的なアレルギー反応の
解釈しかされていない．なぜ抗原性が無くハ
プテンとして作用する金属がアレルギー反
応を誘起しているのかは現在の所全く不明
である．特に歯科用金属は，常時口腔内に存
在して咬合や咀嚼により機械的に微量に破
砕されており，ピアスなどの金属装飾品が原
因となる金属アレルギーの発症メカニズム

との相違も考えられる．また，多量に存在す
る口腔微生物による修飾の可能性，ハプテン
としての金属イオンはいったい口腔内や消
化管のどんなタンパク質と結合するのかも
知られていない．アレルギーを診断するため
に有用とされているパッチテストは経皮的
に行われることが一般的であるが，対象金属
イオンは皮膚表面のタンパク質と結合し，炎
症反応を惹起することから口腔内の状況と
相違している可能性もある． 

申請者はこれまでにニッケル金属に対する
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アレルギー反応を解析するために，マウスを
用いたニッケルアレルギーモデルを確立し，
ニッケル金属による樹状細胞の活性化機構
を解析してきた．ニッケル金属そのもので樹
状細胞の活性化，抗原提示能が亢進すること
を明らかにした．この結果から，ニッケルに
対する特殊な免疫反応性が金属アレルギー
発症の機序に関係していることが示唆され
た．しかし，未だ金属と結合する抗原タンパ
クに関しては明らかにされていない．金属特
異的免疫反応，結合しうる免疫現性抗原の役
割，免疫細胞の活性化機構，アレルギー発症
など金属アレルギーで不明のままの重要な
免疫学的分子機序を解明することが急務と
考える． 

 

２．研究の目的 

本研究ではこれまでの研究内容をさらに
発展させ，金属アレルギーの疾患モデルを用
い，金属アレルギー反応における免疫細胞の
動態を免疫学的手法で解析する．樹状細胞や
T 細胞などの免疫細胞における金属に対する
反応性を in vivo 及び in vitro で詳細に検討
する．また，免疫細胞の金属からのシグナル
分子の動態を生化学的手法により検討し，金
属アレルギーの分子メカニズムを解明する．
さらに，口腔内で金属イオンと結合しうるタ
ンパク抗原を同定し，金属アレルギーにおけ
る実際の免疫原を突き止める． 

 

３．研究の方法 

(1) 歯科金属アレルギーモデルの確立 
皮膚を介した金属アレルギーモデルはすで
に知られているが，口腔粘膜を介した金属ア
レルギーモデルは確立されていない．そこで，
マウスを用いた皮膚金属アレルギーモデル
を応用し口腔粘膜に金属を感作させること
による疾患モデルを確立する．用いる金属は
歯科材料中でアレルギーが出易いとされる
ニッケル（nickel: Ni）を中心に使用する．
新たな金属アレルギーモデルの病態を詳細
に検討する． 

 

(2) 金属アレルギーモデルにおける免疫細
胞のシグナル伝達機構 

 金属複合体を処理した樹状細胞の動態を
明らかにするために，骨髄細胞から IL-4, 

GM-CSF などを用いて樹状細胞に分化させ，
in vitro で各種金属を添加することによる
IL-12 や IFNg などのサイトカインの産生を
ELISA にて，活性化状態を示す各種表面抗原
（ MHC ClassII, CD80, CD86, CD40, 

ICAM-1 など）をフローサイトメーターにて
検討し，金属に樹状細胞を活性化する因子
（TNF ファミリー分子）の添加を組み合わせ
シグナル分子群に関し遺伝子解析を含めた
分子生物学的手法にて検討することにより

金属と樹状細胞の活性化機構の分子機序を
明らかにする． 

 また，T 細胞や B 細胞，NK 細胞などに関
しても in vitroの実験系を用い金属刺激によ
るシグナル分子の動きを詳細に検討するこ
とにより，金属が免疫細胞に与える詳細な影
響を解明する． 

 

(3)  口腔粘膜における金属の動態 

本モデルにおける感作部位からの金属の
取り込まれ方と粘膜内に分布する樹状細胞
を中心とする免疫細胞の動態をいくつかの
活性化マーカー，シグナル分子を用い，共焦
点レーザー顕微鏡解析にて明らかにする．金
属の初期感作からアレルギー反応が誘導す
るまでの詳細な分子メカニズムを検討する．
また，皮膚を介した金属アレルギー反応との
相違点を模索する． 

 
４．研究成果 
(1) 口腔粘膜下で感作するため，エーテル麻
酔下でマウスの口蓋および頬粘膜に 26 ゲー
ジの注射針で Ni とアジュバンドの混合液を
投与したが，全量投与が非常に困難であった．
そのため，マウスに与える飲用水中に 

10 nmol/ml の NiCl2 を加えて感作とし，通
法に従って耳介皮下に Ni を投与してアレル
ギーを惹起させた． 

 しかしながら，腹腔内に Ni を投与する方
法と比較してアレルギー反応は著しく弱く，
ほぼ発症しなかった． 

そこで，皮膚感作金属アレルギーモデルの
免疫細胞のシグナル伝達機構を解析した． 

Ni アレルギーモデルマウス耳介皮下に浸
潤している細胞の主体は CD3 陽性細胞であ
った（図 1，2）． 

 

 

 

 

  

 
 

図 1．浸潤細胞分画 
 
 
 
 
 

 
 
図 2．耳介皮膚免疫組織科学 

 

 

 また，浸潤細胞には CD11c/MHC classII

陽性細胞の集団も認められた（図 3）． 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

図 3．浸潤細胞分画 
 
(2) 骨髄細胞から分化誘導した DC を用い
て，Ni の刺激に対するサイトカイン産生量を
ELISA 法で測定した．その結果，Ni に対し
て IL-12および IFN-γの産生の有意な増強を
認めた（図 4）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. Ni に対する DC のサイトカイン産生
量 

 

 また，同様の実験を T 細胞を用いて行った
ところ，Ni 刺激に対して IL-2，IFN-γ の産
生の有意な増強を認めた（図 5）． 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

図 5. Ni に対する T 細胞のサイトカイン産
生量 

 

 Ni で刺激した DC 上には，MAP キナーゼ
カスケードの中でも p38/MKK6 経路の活性
化を認めた（図 6）． 

 

 
 
 
 
 

 

 

図 6. Ni に対する DC 上に発現する MAP

キナーゼの活性化 

 

 

(3)  口腔粘膜から Ni で感作することが困
難であったため，皮下における金属と免疫細
胞の動態を上記 MAP キナーゼの活性化によ
り解析した． 

 その結果，アレルギーを発症している皮下
の DC 上には MKK6 の著しい活性化を認め
た（図 7）． 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7.  Niに対する耳介皮下 DC上に発
現する MAP キナーゼの活性化 
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