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(57)【要約】
【課題】アレルギー性鼻炎症状の客観的評価や診断に有用な抗原特異的バイオマーカー及
びその用途の提供を課題とする。
【解決手段】鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体の量を抗原特異的IgE抗体又は総IgA抗体の
量で除した値をアレルギー性鼻炎症状のバイオマーカーとして利用する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
特定の抗原に起因するアレルギー性鼻炎の症状を評価するための試験方法であって、被
検者から採取された鼻汁検体中の前記抗原特異的IgA抗体の量を前記抗原特異的IgE抗体又
は総IgA抗体の量で除した値を指標として、アレルギー性鼻炎の重症度を評価することを
特徴とする試験方法。
【請求項２】
以下のステップ（１）〜（３）を含む、請求項１に記載の試験方法、
（１）被検者から採取された鼻汁検体を用意するステップ、
（２）前記鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と抗原特異的IgE抗体を測定するステップ、
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（３）以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）：
抗原特異的IgA抗体量／抗原特異的IgE抗体量
が与える値に基づきアレルギー性鼻炎の重症度を判定するステップであって、値が大き
いほどアレルギー性鼻炎の重症度が高いことを示すステップ。
【請求項３】
以下のステップ（１）〜（３）を含む、請求項１に記載の試験方法、
（１）被検者から採取された鼻汁検体を用意するステップ、
（２）前記鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と総IgA抗体を測定するステップ、
（３）以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）：
抗原特異的IgA抗体量／総IgA抗体量
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が与える値に基づきアレルギー性鼻炎の重症度を判定するステップであって、値が大き
いほどアレルギー性鼻炎の重症度が高いことを示すステップ。
【請求項４】
重症と軽症を分ける基準値を設定し、ステップ（３）では前記値と基準値を比較して重
症度が判定される、請求項２又は３に記載の試験方法。
【請求項５】
重症度が異なる複数の区分を設定し、各区分に前記値の範囲を関連付けておき、ステッ
プ（３）では前記値が該当する区分を特定し、重症度が判定される、請求項２又は３に記
載の試験方法。
【請求項６】
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以下のステップ（４）及び／又は（５）を更に含む、請求項２〜５のいずれか一項に記
載の試験方法、
（４）判定結果に基づき、被検者に対する治療の効果を評価するステップ、
（５）判定結果に基づき、被検者の治療方針を決定又は変更するステップ。
【請求項７】
前記抗原が、花粉、室内塵、ダニ、真菌、及び動物の毛又はフケからなる群より選択さ
れる、一又は二以上の抗原である、請求項１〜６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
アレルギー性鼻炎の原因抗原を特定するための試験方法であって、特定の抗原を候補物
質に選定し、被検者から採取された鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体の量を抗原特異的IgE
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抗体又は総IgA抗体の量で除した値を指標として、候補物質が原因抗原であるか評価する
ことを特徴とする試験方法。
【請求項９】
以下のステップ（ｉ）〜（ｉｉｉ）を含む、請求項８に記載の試験方法、
（ｉ）被検者から採取された鼻汁検体を用意するステップ、
（ｉｉ）特定の抗原を候補物質に選定し、前記鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と抗原特
異的IgE抗体を測定するステップ、
（ｉｉｉ）以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）：
抗原特異的IgA抗体量／抗原特異的IgE抗体量
が与える値に基づき候補物質が原因抗原であるか判定するステップであって、値が大き
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いほど候補物質が原因抗原である確率が高いことを示すステップ。
【請求項１０】
以下のステップ（ｉ）〜（ｉｉｉ）を含む、請求項８に記載の試験方法、
（ｉ）被検者から採取された鼻汁検体を用意するステップ、
（ｉｉ）特定の抗原を候補物質に選定し、前記鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と総IgA抗
体を測定するステップ、
（ｉｉｉ）以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）：
抗原特異的IgA抗体量／総IgA抗体量
が与える値に基づき候補物質が原因抗原であるか判定するステップであって、値が大き
いほど候補物質が原因抗原である確率が高いことを示すステップ。

10

【請求項１１】
ステップ（ｉｉｉ）において、基準値以上又は基準値を超える場合に前記候補物質が原
因抗原であると判定される、請求項９又は１０に記載の試験方法。
【請求項１２】
請求項１〜１１のいずれか一項に記載の試験方法に使用されるキットであって、
抗原特異的IgA抗体測定用の試薬と、抗原特異的IgE抗体測定用又は総IgA抗体測定用の
試薬を含む、キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明はアレルギー性鼻炎バイオマーカーに関する。詳しくは、アレルギー性鼻炎症状
の評価や原因抗原の特定に有用な抗原特異的バイオマーカー及びその用途に関する。
【背景技術】
【０００２】
今までアレルギー性鼻炎症状の評価方法としては、くしやみの発作回数、鼻水をかんだ
回数、鼻閉にて口呼吸の有無といった自覚的症状の指標が用いられてきた。一方、客観的
に評価する方法については確立していなかった。近年、血液中Eosinophilic cationic pr
otein （ECP）がアレルギー性鼻炎症状のバイオマーカーになりうる可能性が報告される
ようになった。ECPはアレルギ一反応に関与する好酸球より産生され、アレルギ一反応の
バイオマーカーになる可能性がある。また、鼻症状という点より、血液中ではなく鼻汁中

30

のECPも注目されている。
【０００３】
アレルギー性鼻炎のバイオマーカーや診断技術に関する先行技術（特許文献１〜３）を
以下に列挙する。特許文献１は、アレルギー患者検体中の抗原特異的lgA抗体と血中lgE抗
体の量を測定し、その相対関係を指標としてアレルギー症状を鑑別する技術を開示する。
特許文献２は、アレルギー患者の検体中のIgE抗体やIgA抗体の量を指標としてのアレルギ
ーワクチン接種の効果を測定する方法を開示する。特許文献３は、アレルギー患者の血液
検体中の抗原特異的抗体（lgE抗体、lgA抗体、IgG抗体）の量を指標とした、スギ花粉症
の診断方法を開示する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２−３０３６２８号公報
【特許文献２】特開２００７−５２４９０６号公報
【特許文献３】特開２００８−１０７１５４号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Kim JH et al., Detection of Allergen Specific Antibodies From Na
sal Secretion of Allergic Rhinitis Patients. Allergy Asthma Immunol Res. 2016 Ju
l;8(4):329‑37.
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【非特許文献２】Guo CL et al., Serum Eosinophil Cationic Protein Is a Useful Mar
ker for Assessing the Efficacy of Inhaled Corticosteroid Therapy in Children wit
h Bronchial Asthma. Tohoku J Exp Med. 2017 Aug;242(4):263‑271.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
以上の通り、アレルギー性鼻炎症状のバイオマーカーの候補としてECPが注目されてい
る。しかしながら、アレルギー性鼻炎は様々な抗原により引き起こされるところ、ECPは
全ての抗原により誘導されることから抗原特異的反応のマーカーにはなり得ない。臨床上
有用且つ必要なのは抗原非特異的バイオマーカーではなく、抗原特異的バイオマーカーで
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ある。現状、アレルギー性鼻炎症状に関して、抗原特異的バイオマーカーは存在しない。
そこで本発明は、アレルギー性鼻炎症状の客観的評価や診断等に有用な抗原特異的バイオ
マーカーを見出し、その用途等を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
鼻汁中IgA抗体濃度とECP濃度との関係が報告されている（例えば非特許文献１を参照。
尚、血中ECP値が治療効果の評価に有用であるとの報告（非特特許文献２）もある）。実
際、好酸球の分化、誘導、活性化に強く関わるIL‑5を鼻腔内に投与すると、同時にlgAも
産生される。さらに、好酸球の脱顆粒やECPの産生はIgEでなくIgAによって引き起こされ
る。その上、IgAは抗原特異的に測定することが可能である。これらの報告等を総合して
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考察すれば、IgA抗体がアレルギー性鼻炎症状のバイオマーカーとして有望であると考え
られる。ECPと異なり抗原特異的に測定することが可能である点も、抗原特異的アレルギ
ー性鼻炎症状のバイオマーカーとしてIgA抗体が有望であることを示唆する。そこで、鼻
汁中のIgA抗体に注目し、詳細な検討を行うことにした。臨床検体を用いた各種実験の結
果、鼻汁中の抗原特異的IgA抗体はそのままではアレルギー性鼻炎症状と相関を示さない
一方で、鼻汁中タンパク質濃度を補正（ばらつきを修正）した場合、鼻汁中の抗原特異的
IgA抗体がアレルギー性鼻炎症状と相関し、アレルギー性鼻炎症状の推測ないし判定に有
用であることが判明した。具体的には、鼻汁中総lgA抗体量を基準にした値（抗原特異的I
gA抗体量／総lgA抗体量）が、アレルギー性鼻炎症状とより高い相関を示した。一方、更
なる検討によって、鼻汁中抗原特異的IgEを基準とした値（抗原特異的IgA抗体量／抗原特
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異的IgE抗体量）がアレルギー性鼻炎症状と最も高い相関を示すことが判明した。ここで
、理論に拘泥する訳ではないが、総IgA抗体量は他の抗原の影響を受ける可能性がある一
方、抗原特異的IgE抗体は他の抗原の影響を受けない。このことは上記の実験結果に符合
するものであり、鼻汁検体中の「抗原特異的IgA抗体量／抗原特異的IgE抗体量」がより有
用な指標であることを支持する。
以上の知見及び考察に基づき、以下の発明が提供される。
［１］特定の抗原に起因するアレルギー性鼻炎の症状を評価するための試験方法であっ
て、被検者から採取された鼻汁検体中の前記抗原特異的IgA抗体の量を前記抗原特異的IgE
抗体又は総IgA抗体の量で除した値を指標として、アレルギー性鼻炎の重症度を評価する
ことを特徴とする試験方法。
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［２］以下のステップ（１）〜（３）を含む、［１］に記載の試験方法、
（１）被検者から採取された鼻汁検体を用意するステップ、
（２）前記鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と抗原特異的IgE抗体を測定するステップ、
（３）以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）：
抗原特異的IgA抗体量／抗原特異的IgE抗体量
が与える値に基づきアレルギー性鼻炎の重症度を判定するステップであって、値が大き
いほどアレルギー性鼻炎の重症度が高いことを示すステップ。
［３］以下のステップ（１）〜（３）を含む、［１］に記載の試験方法、
（１）被検者から採取された鼻汁検体を用意するステップ、
（２）前記鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と総IgA抗体を測定するステップ、
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（３）以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）：
抗原特異的IgA抗体量／総IgA抗体量
が与える値に基づきアレルギー性鼻炎の重症度を判定するステップであって、値が大き
いほどアレルギー性鼻炎の重症度が高いことを示すステップ。
［４］重症と軽症を分ける基準値を設定し、ステップ（３）では前記値と基準値を比較
して重症度が判定される、［２］又は［３］に記載の試験方法。
［５］重症度が異なる複数の区分を設定し、各区分に前記値の範囲を関連付けておき、
ステップ（３）では前記値が該当する区分を特定し、重症度が判定される、［２］又は［
３］に記載の試験方法。
［６］以下のステップ（４）及び／又は（５）を更に含む、［２］〜［５］のいずれか
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一項に記載の試験方法、
（４）判定結果に基づき、被検者に対する治療の効果を評価するステップ、
（５）判定結果に基づき、被検者の治療方針を決定又は変更するステップ。
［７］前記抗原が、花粉、室内塵、ダニ、真菌、及び動物の毛又はフケからなる群より
選択される、一又は二以上の抗原である、［１］〜［６］のいずれか一項に記載の方法。
［８］アレルギー性鼻炎の原因抗原を特定するための試験方法であって、特定の抗原を
候補物質に選定し、被検者から採取された鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体の量を抗原特
異的IgE抗体又は総IgA抗体の量で除した値を指標として、候補物質が原因抗原であるか評
価することを特徴とする試験方法。
［９］以下のステップ（ｉ）〜（ｉｉｉ）を含む、［８］に記載の試験方法、
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（ｉ）被検者から採取された鼻汁検体を用意するステップ、
（ｉｉ）特定の抗原を候補物質に選定し、前記鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と抗原特
異的IgE抗体を測定するステップ、
（ｉｉｉ）以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）：
抗原特異的IgA抗体量／抗原特異的IgE抗体量
が与える値に基づき候補物質が原因抗原であるか判定するステップであって、値が大き
いほど候補物質が原因抗原である確率が高いことを示すステップ。
［１０］以下のステップ（ｉ）〜（ｉｉｉ）を含む、［８］に記載の試験方法、
（ｉ）被検者から採取された鼻汁検体を用意するステップ、
（ｉｉ）特定の抗原を候補物質に選定し、前記鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と総IgA抗
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体を測定するステップ、
（ｉｉｉ）以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）：
抗原特異的IgA抗体量／総IgA抗体量
が与える値に基づき候補物質が原因抗原であるか判定するステップであって、値が大き
いほど候補物質が原因抗原である確率が高いことを示すステップ。
［１１］ステップ（ｉｉｉ）において、基準値以上又は基準値を超える場合に前記候補
物質が原因抗原であると判定される、［９］又は［１０］に記載の試験方法。
［１２］［１］〜［１１］のいずれか一項に記載の試験方法に使用されるキットであっ
て、
抗原特異的IgA抗体測定用の試薬と、抗原特異的IgE抗体測定用又は総IgA抗体測定用の
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試薬を含む、キット。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】アレルギー性鼻炎症状（横軸）と鼻汁検体中のスギ花粉抗原特異的IgA抗体量（I
U/ml）（縦軸）の関係。r=‑0.06、p=0.68、n=50。重症度は鼻アレルギー診療ガイドライ
ン−通年性鼻炎と花粉症−2016年度版（改訂第8版）（鼻アレルギー診療ガイドライン作
成委員会）の重症度分類（図４）に従って判定した。以下の通り症状の程度を点数に換算
し、評価に用いた。
）：３点

−：０点

＋（１＋）：１点

＋＋（２＋）：２点

＋＋＋（３＋

＋＋＋＋（４＋）：４点

【図２】アレルギー性鼻炎症状（横軸）と、「鼻汁検体中のスギ花粉抗原特異的IgA抗体
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量（IU/ml）／鼻汁検体中の総IgA抗体量（μg/ml）」の算出値（縦軸）の関係。r=0.71、
p<0.0001、n=50。重症度は鼻アレルギー診療ガイドライン−通年性鼻炎と花粉症−2016年
度版（改訂第8版）（鼻アレルギー診療ガイドライン作成委員会）の重症度分類（図４）
に従って判定した。以下の通り症状の程度を点数に換算し、評価に用いた。
＋（１＋）：１点

＋＋（２＋）：２点

＋＋＋（３＋）：３点

−：０点

＋＋＋＋（４＋）：４

点
【図３】アレルギー性鼻炎症状（横軸）と、「鼻汁検体中のスギ花粉抗原特異的IgA抗体
量（IU/ml）／鼻汁検体中のスギ花粉好転特異的IgE抗体量（IU/ml）」の算出値（縦軸）
の関係。r=0.93、p<0.0001、n=50。重症度は鼻アレルギー診療ガイドライン−通年性鼻炎
と花粉症−2016年度版（改訂第8版）（鼻アレルギー診療ガイドライン作成委員会）の重
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症度分類（図４）に従って判定した。以下の通り症状の程度を点数に換算し、評価に用い
た。

−：０点

＋（１＋）：１点

＋＋（２＋）：２点

＋＋＋（３＋）：３点

＋＋

＋＋（４＋）：４点
【図４】鼻アレルギー診療ガイドライン−通年性鼻炎と花粉症−2016年度版（改訂第8版
）（鼻アレルギー診療ガイドライン作成委員会）の重症度分類。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
１．アレルギー性鼻炎症状を評価する方法
本発明の第１の局面は、特定の抗原に起因するアレルギー性鼻炎症状を評価するための
試験方法（以下、本発明の症状評価方法と呼称することがある）を提供する。本発明によ
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れば、抗原特異的なアレルギー性鼻炎の検査が可能であり、抗原を特定した上でアレルギ
ー性鼻炎症状を客観的に評価できる。
【００１０】
本発明における抗原は、アレルギー性鼻炎の原因になり得る限りにおいて特に限定され
ない。抗原の例を挙げると、花粉（スギ花粉、ブタクサ花粉、カモガヤ花粉、ハルガヤ花
粉、オオアワガエリ花粉、ヒノキ花粉、ヨモギ花粉、カナムグラ花粉、シラカバ花粉、ハ
ンノキ花粉、オオバヤシャブシ花粉、オリーブ花粉等）、室内塵（ハウスダスト）、ダニ
（ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、アシブトコナダニ、サヤアシニクダニ、ケナガ
コナダニ等）、真菌（アルテルナアリア、カンジダ、アスペルギルス、クラドスポリウム
、ペニシリウム、ムコール、ヘルミントスポリウム、ピティロスポリウム等）、動物（ネ
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コ、イヌ、ウサギ、ハムスター、モルモット、インコ、文鳥、オウム等のペット、ウシ、
ウマ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等の家畜、ニワトリ、アヒル、ガチョウ、七面鳥、ウズラ等の
家禽、サル、イノシシ、カラス、ハト等の野生動物等）の毛又はフケである。
【００１１】
本発明の症状評価方法は、被検者から採取された鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体量を
抗原特異的IgE抗体量又は総IgA抗体量で除した値を指標としてアレルギー性鼻炎の重症度
を評価すること、によって特徴付けられる。言い換えれば、本発明の症状評価方法の最大
の特徴は、以下の計算式（Ａ）又は（Ｂ）（但し、式中の／は除算を表す）が与える値を
指標（バイオマーカー）として利用する点にある。
（Ａ）鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体量／鼻汁検体中の抗原特異的IgE抗体量
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（Ｂ）鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体量／鼻汁検体中の総IgA抗体量
【００１２】
好ましくは、後述の実施例に示した実験の結果を踏まえ、アレルギー性鼻炎症状をより
反映する、（Ａ）の計算式が与える値を用いる。上記の通り、総IgA抗体量は他の抗原の
影響を受ける可能性がある一方、抗原特異的IgE抗体は他の抗原の影響を受けないといえ
る。このことは、（Ａ）の計算式が与える値が抗原特異性の高い指標であることを支持す
る。
【００１３】
以下、本発明の症状評価方法を実施するための具体的な操作（工程）の２つの例（態様
１、態様２）を説明する。尚、態様１、２の説明の中で、上記の計算式（Ａ）及び（Ｂ）
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の詳細にも言及する。
【００１４】
＜態様１＞
この態様では以下のステップ（１）〜（３）を行う。
（１）被検者から採取された鼻汁検体を用意するステップ
（２）鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と抗原特異的IgE抗体を測定するステップ
（３）以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）：
抗原特異的IgA抗体量／抗原特異的IgE抗体量
が与える値に基づきアレルギー性鼻炎の重症度を判定するステップであって、値が大き
いほどアレルギー性鼻炎の重症度が高いことを示すステップ
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【００１５】
ステップ（１）
ステップ（１）は被検者由来の検体を用意するステップである。被検者は特に限定され
ない。本発明の試験結果（アレルギー性鼻炎の重症度の客観的評価）が必要な者（典型的
にはアレルギー性鼻炎の患者又はアレルギー性鼻炎の罹患が疑われる者）であれば、本発
明の被検者になり得る。
【００１６】
本発明では被検者由来の鼻汁を検体とする。本発明は鼻汁を検体にするため、検体の用
意ないし調製が容易で、且つ血液検査に比較して格段に侵襲性が低い（非侵襲性検査）。
例えば、被検者に鼻をかんでもらうことで、簡単に鼻汁を採取することができる。鼻汁は
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本発明の実施に先立って採取しておく。即ち、本発明は鼻汁の採取の工程（被検者に対す
る処置）を含むものではない。採取された鼻汁は、必要に応じて（例えば、鼻汁の粘性が
高い場合、採用する測定法の測定範囲や感度等に対応させる必要がある場合など）前処理
に供される。
【００１７】
ステップ（２）
ステップ（１）に続くステップ（２）では鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と抗原特異
的IgE抗体を測定する。即ち、特定の抗原に対する（換言すれば、特定の抗原に特異的結
合性を示す）IgA抗体とIgE抗体を測定する。上記の通り、本発明における抗原は特に限定
されず、「特定の抗原」として、花粉、室内塵（ハウスダスト）、ダニ、真菌、動物の毛
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又はフケ等が採用される。事前の検査（例えば血液検査）や問診等によって、被検者のア
レルギー性鼻炎の原因抗原が特定されている場合には、それを本発明の「特定の抗原」と
して採用するとよい。他方、原因抗原が特定されていない場合（予想できない場合も含む
）は、上掲の各種抗原（候補抗原）の中から、特定の抗原（例えばスギ花粉）を選択すれ
ばよい。選択の際には、例えば問診の結果を踏まえて抗原を絞り込むことにしてもよい。
また、複数の抗原を選択し、各々について本発明を実施してもよい。或いは、選択した複
数の抗原をまとめて「特定の抗原」として本発明を実施することもできる。
【００１８】
抗原特異的IgA抗体と抗原特異的IgE抗体は免疫学的測定法によって測定すればよい。測
定の際に使用する抗原の純度は特に限定されない。従って、粗抗原を用いてこれらの抗体
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を測定することにしてもよい。抗原については、抗原タンパク質を含有する材料（例えば
スギ花粉、ブタクサ花粉、カモガヤ花粉、ハルガヤ花粉、オオアワガエリ花粉、ヒノキ花
粉、ヨモギ花粉、カナムグラ花粉、シラカバ花粉、ハンノキ花粉、オオバヤシャブシ花粉
、オリーブ花粉、室内塵、真菌（菌体）を処理（例えば、破砕、抽出、精製等）して調製
すればよい。既報ないし公知の方法に従って抗原を調製することができる。花粉抗原であ
ればSuzuki M, et al. Mol Immunol 1996 33;451‑60.やYasueda H, et al. J Allergy Cl
in Immunol 1983;71:77‑86等の報告を参考にして、抗原特異的IgA抗体及び抗原特異的IgE
抗体の測定に使用する抗原を調製すればよい。市販品（例えば、ITEA株式会社‑東京環境
アレルギー研究所が提供する日本スギ（Japanese cedar）花粉、株式会社林原が提供する
Japanese Cedar Pollen Allergen, Sugi Basic Protein, Purified<日本スギ花粉抗原SBP
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>、Cry j1, Cedar Pollen Allergen, Purified <精製スギ花粉抗原Cry j1>、Cry j2, Ced
ar Pollen Allergen, Purified <精製スギ花粉抗原Cry j1>）を用いることにしてもよい
。
【００１９】
スギ花粉については、主要抗原としてCry j 1タンパク質とCry j 2タンパク質が知られ
ている。これらのいずれか又は両者の混合物をスギ花粉抗原として用いることにしてもよ
い。この例のように、精製（精製度は問わない）された一又は二以上の抗原タンパク質を
ステップ（２）の抗原として用いることができる。
【００２０】
抗原特異的IgA抗体と抗原特異的IgE抗体の測定は例えば常法で行えばよく、市販の試薬
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、キット等を利用してもよい。測定方法は特に限定されない。測定方法として、酵素免疫
測定法（EIA）、酵素免疫測定法（ELISA）、蛍光抗体法（FA）、蛍光酵素免疫測定法（FE
IA）、蛍光酵素免疫測定法（FLEIA）、化学発光免疫測定法（CLIA）、化学発光酵素免疫
測定法（CLEIA）、電気化学発光免疫測定法（ECLIA）、放射免疫測定法（RIA）を例示す
ることができる。好ましい測定法として、EIA法、ELISA法、FA法、FEIA法、FLEIA法、CLI
A法、CLEIA法を挙げることができる。これらの方法によれば高感度、迅速且つ簡便に検出
可能である。以下、抗原特異的IgA抗体、抗原特異的IgE抗体の測定方法（操作）の例を示
す。
【００２１】
（例１）
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固相化抗原に対して検体を反応（接触）させた後、標識化二次抗体（抗ヒトIgA抗体又
は抗ヒトIgE抗体）を反応（接触）させ、標識量を検出する。標識化二次抗体の代わりに
ビオチン化二次抗体を使用し、二次抗体反応後に標識化アビジンを反応させ、標識量を検
出することにしてもよい。アビジン−ビオチン間の特異的結合を利用してシグナルが増強
され、高感度に検出することができる（増感法）。尚、特異性の高い検出を可能にするた
め、好ましくは、標識化二次抗体にモノクローナル抗体を使用するとよい。
【００２２】
（例２）
捕捉用抗体（抗ヒトIgA抗体又は抗ヒトIgE抗体）を結合させた固相に対して検体を反応
（接触）させた後、ビオチン化抗原を反応（接触）させる。次いで標識化アビジンを反応
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させ、標識量を検出する。この方法もアビジン−ビオチン間の特異的結合を利用したもの
であり、高感度の検出を可能にする。この測定方法は特に抗原特異的IgE抗体の測定に有
用である。尚、特異性の高い検出を可能にするため、好ましくは捕捉用抗体にモノクロー
ナル抗体を使用するとよい。
【００２３】
（例３）
アビジンが表面に結合した固相に対して、ビオチン化抗原と検体を反応（接触）させた
後、標識化二次抗体（抗ヒトIgA抗体又は抗ヒトIgE抗体）を反応（接触）させ、標識量を
検出する。この方法ではアビジン−ビオチン間の特異的結合を利用した抗原の固相化と、
抗原に対する検体中の検出対象（抗原特異的IgA抗体、抗原特異的IgE抗体）の抗原への結
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合が同一操作内で進行する。尚、特異性の高い検出を可能にするため、好ましくは標識化
二次抗体にモノクローナル抗体を使用するとよい。
【００２４】
二次抗体やアビジンの標識には、測定原理に応じた標識物質が用いられる。標識物質の
例を挙げると、ホースラディッシュペルオキシダーゼ、マイクロペルオキシダーゼ、アル
カリ性ホスファターゼ、β−D−ガラクトシダーゼ等の酵素、フルオレセイン、ローダミ
ン、テキサスレッド、オレゴングリーン等の蛍光色素、ルミノール、アクリジン色素等の
化学又は生物発光化合物、3H、13C、32P、131I、125I等の放射性同位体である。
【００２５】
ステップ（３）
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このステップではステップ（２）の結果、即ち、検体中の抗原特異的IgA抗体量と抗原
特異的IgE量を特定の計算式に代入し、得られた値に基づきアレルギー性鼻炎の重症度を
判定する。具体的には計算式（但し、式中の／は除算を表す）を用いる。
抗原特異的IgA抗体量／抗原特異的IgE抗体量
【００２６】
本発明では、上記計算式が与える値（算出値）が大きいほどアレルギー性鼻炎の重症度
が高いという基準に従い、被検者のアレルギー性鼻炎の重症度を判定する。従って、本発
明を実施すると、例えば、アレルギー性鼻炎の重症度（換言すれば症状の程度）が低い、
高い、中程度などの判定結果が得られる。尚、ここでの判定は、その判定基準から明らか
な通り、医師や検査技師など専門知識を有する者の判断によらずとも自動的／機械的に行

10

うことができる。
【００２７】
典型例の一つとしては、重症と軽症を分ける基準値（境界値）を設け、算出値と基準値
を比較して重症度を判定する。この場合、例えば、「基準値を超える場合は重症」、「基
準値以上の場合は重症」、「基準値未満の場合は軽症」、「基準値以下の場合は軽症」等
のように判定することができる。
【００２８】
より有益な判定を行うため、重症度が異なる複数のグループ（区分）を設定し、各グル
ープに算出値の範囲を関連付けておき、算出値が該当するグループを特定することによっ
て重症度を判定するとよい。以下に一例を示す。尚、以下の例ではグループ数を３（例１
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）又は４（例２）としたが、グループ数は任意である。グループ数は例えば２〜７であり
、好ましくは３〜６である。
【００２９】
（例１）
第１グループ（軽症）：算出値＜ａ
第２グループ（中等症）ａ≦算出値＜ｂ
第３グループ（重症・最重症）ｂ≦算出値
【００３０】
（例２）
第１グループ（軽症）：算出値＜Ａ
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第２グループ（中等症）Ａ≦算出値＜Ｂ
第３グループ（重症）Ｂ≦算出値＜Ｃ
第４グループ（最重症）Ｃ≦算出値
【００３１】
重症度の高低を分ける基準値、重症度が異なる複数のグループを設定する場合のグルー
プ数、各グループの重症度の程度、各グループに関連付けられる算出値の範囲、グループ
を分ける境界値等は、複数のアレルギー性鼻炎患者を対象とした予備実験（解析）等を通
して設定することができる。
【００３２】
＜態様２＞
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この態様では以下のステップ（１）〜（３）を行う。
（１）被検者から採取された鼻汁検体を用意するステップ、
（２）鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と総IgA抗体を測定するステップ、
（３）以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）：
抗原特異的IgA抗体量／総IgA抗体量
が与える値に基づきアレルギー性鼻炎の重症度を判定するステップであって、値が大き
いほどアレルギー性鼻炎の重症度が高いことを示すステップ
【００３３】
ステップ（１）は上記態様１と同様である。ステップ（２）における抗原特異的IgA抗
体の測定についても態様１の欄で述べた通りである。一方、総IgA抗体は常法によって測
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定すればよく、測定方法は特に限定されない。総IgA抗体の測定方法として、酵素免疫測
定法（EIA）、酵素免疫測定法（ELISA）、蛍光抗体法（FA）、蛍光酵素免疫測定法（FEIA
）、蛍光酵素免疫測定法（FLEIA）、化学発光免疫測定法（CLIA）、化学発光酵素免疫測
定法（CLEIA）、電気化学発光免疫測定法（ECLIA）、放射免疫測定法（RIA）を例示する
ことができる。尚、総IgA抗体の測定方法（操作）の例を以下に示す。
【００３４】
捕捉用抗体（抗ヒトIgA抗体）を結合させた固相に対して検体を反応（接触）させた後
、標識化二次抗体（抗ヒトIgA抗体）を反応（接触）させ、標識量を検出する。標識化二
次抗体の代わりにビオチン化二次抗体を使用し、二次抗体反応後に標識化アビジンを反応
させ、標識量を検出することにしてもよい。アビジン−ビオチン間の特異的結合を利用し
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てシグナルが増強され、高感度に検出することができる（増感法）。尚、特異性の高い検
出を可能にするため、好ましくは、捕捉用抗体と標識化二次抗体の両方又は片方にモノク
ローナル抗体を使用するとよい。
【００３５】
この態様ではステップ（３）の判定に以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）を
用い、計算式が与える値（算出値）が大きいほどアレルギー性鼻炎の重症度が高いという
基準に従い、被検者のアレルギー性鼻炎の重症度を判定する。尚、算出値に基づく判定の
方法や手順等は態様１と同様であるため、その説明を省略する。
抗原特異的IgA抗体量／総IgA抗体量
【００３６】
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本発明の症状評価方法の典型的な利用形態の例（利用形態１、２、３）を以下に示す。
（利用形態１）
外来を受診したアレルギー性鼻炎患者の鼻汁を採取する。採取した鼻汁を検体として本
発明の症状評価方法を実施し（例えば、スギ花粉症患者であればスギ花粉を抗原として用
いる）、アレルギー性鼻炎の重症度を決定する。決定された重症度に基づき治療法（薬物
療法、手術療法等）を選択・決定するとともに、治療方針の詳細を決定する。
【００３７】
（利用形態２）
治療開始後の特定の時点（薬物療法であれば例えば、初回投与後１週、初回投与後２週
、初回投与後１月、初回投与後２月等、手術療法であれば例えば、術後１日、術後３日、
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術後１週、術後１月等）で、アレルギー性鼻炎患者の鼻汁を採取する。本発明の症状評価
方法を実施し、治療効果を評価する。評価結果に基づき、以降の治療方針（治療の継続、
変更等）を決定する。
【００３８】
（利用形態３）
利用形態１と利用形態２の組合せ。即ち、治療方針の決定と治療効果の評価及びその後
の治療方針の決定に本発明の症状評価方法を利用する。
【００３９】
以上の利用形態１〜３からも明らかな通り、本発明の症状評価方法が与える情報（判定
結果）は例えば、重症度の客観的評価（例えば、治療方針（薬物療法、手術療法等）決定
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前の評価、治験参加前の評価に利用できる）、薬物療法（内服薬や点鼻薬等）の治療効果
の客観的評価、手術療法の治療効果の客観的評価、免疫療法（皮下免疫療法、舌下免疫療
法）の治療効果の客観的評価に利用できる。換言すれば、本発明の症状評価方法は、臨床
上、重要かつ有益な情報、特に、治療方針の検討に有用な情報を提供する。そこで本発明
の一態様では上記（１）〜（３）のステップに加え、判定結果に基づき、被検者に対する
治療の効果を評価するステップ（ステップ（４））を行う。別の一態様では、判定結果に
基づき、被検者の治療方針を決定又は変更するステップ（ステップ（５））を行う。更に
別の態様では当該ステップ（４）及び（５）を併用する。治療方針は、判定結果に応じて
設計ないし選択される。本発明によれば、客観的評価に基づき治療方針を立てることがで
きることから、患者毎により適切な治療方針を提示することが可能となる。その結果、治
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療効果の増大ないし最大化を図ることができる。また、不要な治療を行わずに済み、患者
の負担軽減、副作用の回避、医療費削減等の利益が得られる。治療開始後、或いは治療方
針決定後に本発明を実施した場合には、判定結果を治療方針の変更（見直し）に利用する
ことができる。
【００４０】
２．アレルギー性鼻炎の原因抗原を特定する方法
本発明の第２の局面は、アレルギー性鼻炎の原因抗原を特定するための試験方法（以下
、「本発明の抗原特定方法」と呼称することがある）に関する。本発明の抗原特定方法に
よれば、被検者（患者）のアレルギー性鼻炎を引き起こしている抗原を客観的指標に基づ
き特定することが可能となる。本発明の抗原特定方法では特定の抗原を候補物質に選定し

10

、被検者から採取された鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体（換言すれば、候補物質特異的I
gA抗体）の量を抗原特異的IgE抗体（換言すれば、候補物質特異的IgE抗体）又は総IgA抗
体の量で除した値を指標として、候補物質（特定の抗原）が原因抗原であるか評価される
。即ち、第１の局面の症状評価方法と同様の指標、具体的には以下の計算式（Ａ）又は（
Ｂ）（但し、式中の／は除算を表す。）が与える値を評価に用いる。尚、「抗原」は、候
補物質に選定された特定の抗原である。
（Ａ）鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体量／鼻汁検体中の抗原特異的IgE抗体量
（Ｂ）鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体量／鼻汁検体中の総IgA抗体量
【００４１】
好ましくは、アレルギー性鼻炎の症状をより反映する、（Ａ）の計算式が与える値を用

20

いる。
【００４２】
以下、本発明の抗原特定方法を実施するための具体的な操作（工程）の２つの例（態様
１、態様２）を説明する。
【００４３】
＜態様１＞
この態様では以下のステップ（ｉ）〜（ｉｉｉ）を行う。
（ｉ）被検者から採取された鼻汁検体を用意するステップ
（ｉｉ）特定の抗原を候補物質に選定し、鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と抗原特異的I
gE抗体を測定するステップ
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（ｉｉｉ）以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）：
抗原特異的IgA抗体量／抗原特異的IgE抗体量
が与える値に基づき候補物質が原因抗原であるか判定するステップであって、値が大き
いほど候補物質が原因抗原である確率が高いことを示すステップ
【００４４】
ステップ（ｉ）は第１の局面（症状評価方法）におけるステップ（１）と同様であるた
め、その説明を省略する。ステップ（ｉｉ）では特定の抗原を候補物質に選定した上で、
鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と抗原特異的IgE抗体を測定する。即ち、特定の抗原であ
る候補物質に対するIgA抗体とIgE抗体を測定する。アレルギー性鼻炎の原因になり得る各
種抗原の中から候補物質が選定される。換言すれば、第１の局面で言及した、花粉、室内
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塵（ハウスダスト）、ダニ、真菌、動物の毛又はフケ等の抗原が候補物質となり得る。抗
原の詳細については、第１の局面の対応する説明が援用される。また、抗原特異的IgA抗
体及び抗原特異的IgE抗体の測定方法は第１の局面の場合と同様であるため、その説明を
省略する。
【００４５】
ステップ（ｉｉｉ）ではステップ（ｉｉ）の結果、即ち、検体中の抗原特異的IgA抗体
量と抗原特異的IgE量を特定の計算式に代入し、得られた値に基づき候補物質を評価する
。この態様では以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）を用いる。
抗原特異的IgA抗体量／抗原特異的IgE抗体量
【００４６】
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本発明では、上記計算式が与える値（算出値）が大きいほど候補物質が原因抗原である
確率が高いという基準に従い、候補物質が原因抗原であるか評価する。従って、本発明を
実施すると例えば、候補物質が原因抗原である可能性は低い、高い、中程度などの判定結
果が得られる。尚、ここでの判定は、その判定基準から明らかな通り、医師や検査技師な
ど専門知識を有する者の判断によらずとも自動的／機械的に行うことができる。
【００４７】
典型例の一つとしては、候補物質を原因抗原であると特定する基準値（境界値）を設け
、例えば、基準値以上又は基準値を超える場合に「候補物質が原因抗原である」と判定し
、基準値未満又は基準値以下の場合には「候補物質が原因抗原ではない」と判定する。こ
のような定性的な判定ではなく、第１の局面の場合と同様に、原因抗原である可能性の程

10

度（例えばパーセンテージ）が異なる複数のグループ（区分）を設定し、各グループに算
出値の範囲を関連付けておき、算出値が該当するグループを特定することにしてもよい。
この場合には、原因抗原である可能性が例えばパーセンテージ（具体的には１０％、２０
％、５０％、８０％等）で得られることになる。
【００４８】
＜態様２＞
この態様では以下のステップ（ｉ）〜（ｉｉｉ）を行う。
（ｉ）被検者から採取された鼻汁検体を用意するステップ
（ｉｉ）特定の抗原を候補物質に選定し、鼻汁検体中の抗原特異的IgA抗体と総IgA抗体を
測定するステップ
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（ｉｉｉ）以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）：
抗原特異的IgA抗体量／総IgA抗体量
が与える値に基づき候補物質が原因抗原であるか判定するステップであって、値が大き
いほど候補物質が原因抗原である確率が高いことを示すステップ
【００４９】
ステップ（ｉ）は上記態様１と同様である。ステップ（ｉｉ）では特定の抗原を候補物
質に選定した上で、鼻汁検体中の候補物質特異的IgA抗体と総IgA抗体を測定する。抗原特
異的IgA抗体及び総IgA抗体の測定方法は第１の局面の場合と同様であるため、その説明を
省略する。
【００５０】
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ステップ（ｉｉｉ）ではステップ（ｉｉ）の結果、即ち、検体中の抗原特異的IgA抗体
量と総IgA量を特定の計算式に代入し、得られた値に基づき候補物質を評価する。この態
様ではステップ（ｉｉｉ）の判定に以下の計算式（但し、式中の／は除算を表す）を用い
、計算式が与える値（算出値）が大きいほど候補物質が原因抗原である確率が高いという
基準に従い、候補物質が原因抗原であるか評価する。尚、算出値に基づく評価の方法や手
順等は態様１と同様であるため、その説明を省略する。
抗原特異的IgA抗体量／総IgA抗体量
【００５１】
３．アレルギー性鼻炎の検査キット
本発明は、本発明の試験方法（第１の局面の症状評価方法、第２の局面の抗原特定方法
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）を簡便に行うためのキットも提供する。本発明のキットは必須の構成要素として二つの
試薬、即ち、抗原特異的IgA抗体測定用の試薬（試薬１）と、抗原特異的IgE抗体測定用又
は総IgA抗体測定用の試薬（試薬２）を含む。試薬２として抗原特異的IgE抗体測定用試薬
を採用した場合、計算式「抗原特異的IgA抗体量／抗原特異的IgE抗体量」が与える値を指
標としたキット、即ち、第１の局面の態様１と第２の局面の態様１に適したキットになる
。他方、試薬２として総IgA抗体測定用試薬を採用した場合、計算式「抗原特異的IgA抗体
量／総IgA抗体量」が与える値を指標としたキット、即ち、第１の局面の態様２と第２の
局面の態様２に適したキットになる。
【００５２】
抗原特異的IgA抗体測定用の試薬（試薬１）の例は、捕捉用抗体（抗ヒトIgA抗体）、抗
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原、標識化二次抗体（標識化抗ヒトIgA抗体）、ビオチン化二次抗体（ビオチン化抗IgA抗
体）、標識化アビジン、固相（マイクロウェルプレート、ビーズ等）、ブロッキング試薬
、洗浄液、緩衝液、発色試薬（酵素の基質等）、発色反応停止液、陰性対照鼻汁、陽性対
照鼻汁である。好ましくは、試薬１又はその一部として、以下の（１）〜（４）のいずれ
かがキットに含まれる。
（１）抗原（固相化されていてもよい）と標識化二次抗体（好ましくは標識化モノクロー
ナル抗ヒトIgA抗体）の組合せ
（２）抗原（固相化されていてもよい）、ビオチン化二次抗体（好ましくはビオチン化モ
ノクローナル抗ヒトIgA抗体）、及び標識化アビジンの組合せ
（３）捕捉用抗体（固相化されていてもよい。好ましくはモノクローナル抗ヒトIgA抗体

10

）、ビオチン化抗原、及び標識化アビジンの組合せ
（４）固相化アビジン、ビオチン化抗原、及び標識化二次抗体（好ましくは標識化モノク
ローナル抗ヒトIgA抗体）の組合せ
【００５３】
抗原特異的IgE抗体測定用の試薬（試薬２の一態様）の例は、捕捉用抗体（抗ヒトIgE抗
体）、抗原、標識化二次抗体（標識化抗ヒトIgE抗体）、ビオチン化二次抗体（ビオチン
化抗IgE抗体）、標識化アビジン、固相（マイクロウェルプレート、ビーズ等）、ブロッ
キング試薬、洗浄液、緩衝液、発色試薬（酵素の基質等）、発色反応停止液、陰性対照鼻
汁、陽性対照鼻汁である。好ましくは、試薬２又はその一部として、以下の（１）〜（４
）のいずれかがキットに含まれる。

20

（１）抗原（固相化されていてもよい）と標識化二次抗体（好ましくは標識化モノクロー
ナル抗ヒトIgE抗体）の組合せ
（２）抗原（固相化されていてもよい）、ビオチン化二次抗体（好ましくはビオチン化モ
ノクローナル抗ヒトIgE抗体）、及び標識化アビジンの組合せ
（３）捕捉用抗体（固相化されていてもよい。好ましくはモノクローナル抗ヒトIgE抗体
）、ビオチン化抗原、及び標識化アビジンの組合せ
（４）固相化アビジン、ビオチン化抗原、及び標識化二次抗体（好ましくは標識化モノク
ローナル抗ヒトIgE抗体）の組合せ
【００５４】
総IgA抗体測定用の試薬（試薬２の別の態様）の例は、捕捉用抗体（抗ヒトIgA抗体）、
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標識化二次抗体（標識化抗ヒトIgA抗体）、ビオチン化二次抗体（ビオチン化抗IgA抗体体
）、標識化アビジン、固相（マイクロウェルプレート、ビーズ等）、ブロッキング試薬、
浄液、緩衝液、発色試薬（酵素の基質等）、発色反応停止液、陰性対照鼻汁、陽性対照鼻
汁である。好ましくは、試薬２又はその一部として、以下の（１）又は（２）のいずれか
がキットに含まれる。
（１）捕捉用抗体（固相化されていてもよい。好ましくはモノクローナル抗ヒトIgA抗体
）と標識化二次抗体（好ましくは標識化モノクローナル抗ヒトIgA抗体）の組合せ
（２）捕捉用抗体（固相化されていてもよい。好ましくはモノクローナル抗ヒトIgA抗体
）、ビオチン化二次抗体（好ましくはビオチン化モノクローナル抗ヒトIgA抗体）、及び
標識化アビジンの組合せ

40

【００５５】
複数の抗原に関して検査可能なキットに構成することもできる。複数の抗原に関して検
査可能なキットにする場合、抗原毎に第１試薬と第２試薬を用意し、それらをキットの構
成要素にすればよい。
【００５６】
上記の試薬等の他、各操作・反応に必要な各種試薬及び／又は装置ないし器具（容器、
反応装置など）をキットに含めてもよい。尚、通常、本発明のキットには取り扱い説明書
が添付される。
【実施例】
【００５７】
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アレルギー性鼻炎の抗原特異的バイオマーカーの創出を目指し、以下の検討を行った。
１．スギ花粉抗原の調製
既報（Suzuki M, et al. Mol Immunol 1996 33;451‑60.及びYasueda H, et al. J Alle
rgy Clin Immunol 1983;71:77‑86）の方法に準じ、スギ花粉抗原を調製した。概要を説明
すると、まず、スギ花粉（4g）を3回ジエチルエーテルで脱脂した後、室温で一晩乾燥さ
せた。次に、室温下、テフロン製の乳棒で均質化した後、、60mLの10mMTris‑HCLpH7.8に
溶解し、4℃の状態で1時間攪拌した。その後、12000gで20分間、遠心処理した。上清を採
取し、1M Tris−HCl (pH7.8)に溶解し、使用時まで保存した。
【００５８】
２．鼻汁検体中の抗体の測定及び評価

10

２−１．抗原特異的IgA抗体の測定
以下の手順に従い、ELISAにて鼻汁検体中の抗原（スギ花粉抗原）特異的IgA抗体を測定
した。
(1) スギ花粉抗原を96孔プレートの各ウェルにコートする。
(2) 非特異的反応を防ぐためにBSAでブロッキングする。
(3) 各ウェルをPBSで３回洗浄する。
(4) 検体（鼻汁）を添加する。
(5) 各ウェルをPBSで３回洗浄する。
(6) モノクローナル抗ヒトIgA抗体−ペルオキシダーゼを添加する。
(7) 各ウェルをPBSで５回洗浄する。

20

(8) TMB microwell peroxidase substrate system (KPL, Gaithersburg, アメリカ)を
添加する。
(9) 450nmで吸光度を測定する。
【００５９】
２−２．抗原特異的IgE抗体の測定
以下の手順に従い、ELISAにて鼻汁検体中の抗原（スギ花粉抗原）特異的IgE抗体を測定
した。
(1) モノクローナル抗IgE抗体(Yamasa, Tokyo)を96孔プレートの各ウェルにコートする
。
(2) 非特異的反応を防ぐためにウシ血清アルブミン（BSA）でブロッキングする。
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(3) 各ウェルをPBSで３回洗浄する。
(4) 検体（鼻汁）を添加する。
(5) 各ウェルをPBSで３回洗浄する。
(6) ビオチン化抗原（スギ花粉抗原）を添加する。
(7) 各ウェルをPBSで３回洗浄する
(8) アビジン−ペルオキシダーゼを添加する。
(9) ５回PBSで洗浄する。
(10) TMB microwell peroxidase substrate system (KPL, Gaithersburg, アメリカ)を
添加する。
(11) 450nmで吸光度を測定する。
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【００６０】
２−３．総IgA抗体の測定
以下の手順に従い、ELISAにて鼻汁検体中の総IgA抗体を測定した。
(1) モノクローナル抗ヒトIgA抗体を96孔プレートの各ウェルにコートする。
(2) 非特異的反応を防ぐためにBSAでブロッキングする。
(3) 各ウェルをPBSで３回洗浄する。
(4) 検体（鼻汁）を添加する。
(5) 各ウェルをPBSで３回洗浄する。
(6) モノクローナル抗ヒトIgA抗体−ペルオキシダーゼを添加する。
(7) 各ウェルをPBSで５回洗浄する。
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(8) TMB microwell peroxidase substrate system (KPL, Gaithersburg, アメリカ)を
添加する。
(9) 450nmで吸光度を測定する。
尚、検体の代わりに精製ヒトIgA抗体を添加した場合の吸光度を用い、濃度曲線を作成
した。
【００６１】
２−４．抗原特異的IgA抗体量と総IgA抗体量を用いた評価
外来アレルギー性鼻炎患者５０名について、鼻汁検体を採取し、上記の方法で抗原特異
的IgA抗体量と総IgA量を測定した。患者毎、「抗原特異的IgA抗体量／総IgA抗体量」の値
を算出し、算出値と重症度との関係（相関）を評価した。重症度は鼻アレルギー診療ガイ
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ドライン−通年性鼻炎と花粉症−2016年度版（改訂第8版）（鼻アレルギー診療ガイドラ
イン作成委員会）の重症度分類（図４）に従って判定し、以下の通り症状の程度を点数に
換算した。統計解析では、Pearsonの相関係数（Pearson's product moment correlation
coefficient with a two‑tailed P‑value.）にて相関を検定した。尚、無症状群２０例を
比較対照（コントロール）とした。
程度：点数
−：０点
＋（１＋）：１点
＋＋（２＋）：２点
＋＋＋（３＋）：３点
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＋＋＋＋（４＋）：４点
【００６２】
評価結果を図１、２のグラフに示す。抗原特異的IgA抗体量はそのままでは症状との相
関を示さないが（図１）、それを総IgA抗体量で除した値（鼻汁中タンパク質濃度のばら
つきも補正されることになる）は症状と高い相関（r=0.71、p値＜0.0001）を示した（図
２）。即ち、鼻汁を検体とし、計算式「抗原特異的IgA抗体量／総IgA抗体量」で算出する
値は、アレルギー性鼻炎の症状を抗原特異的に推定ないし判定するためのバイオマーカー
として有用であることが判明した。
【００６３】
無症状群２０例の算出値（0.003〜最高0.039）の平均は0.018 ± 0.002（標準誤差）で
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あった。この結果も踏まえ、例えば、アレルギー鼻炎の症状無（正常）とアレルギー鼻炎
の症状有（異常）の境界を0.1とし、0.1未満を正常、0.1以上を異常と判定することがで
きる。３段階での判定を行うのであれば、例えば、0.1以上1.5未満を軽症、1.5以上2.0未
満を中等症、2.0以上を重症と判定することができる。
【００６４】
２−５．抗原特異的IgA抗体量と抗原特異的IgE抗体量を用いた評価
上記の評価（２−４．）の際に採取した各患者の鼻汁検体について、上記の方法で抗原
特異的IgA抗体量と抗原特異的IgE量を測定した。患者毎、「抗原特異的IgA抗体量／抗原
特異的IgE量」の値を算出し、算出値と重症度との関係（相関）を評価した。重症度の判
定方法、比較対照等は上記の評価（２−４．）の場合と同様とした。
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【００６５】
評価結果を図３のグラフに示す。「抗原特異的IgA抗体量／抗原特異的IgE量」の算出値
は症状と極めて高い相関（r=0.93、p値＜0.0001）を示した（図３）。即ち、鼻汁を検体
とし、計算式「抗原特異的IgA抗体量は／抗原特異的IgE抗体量」で算出する値は、アレル
ギー性鼻炎の症状を抗原特異的に推定ないし判定するためのバイオマーカーとして極めて
有用であることが判明した。
【００６６】
無症状群２０例の算出値（0.008〜最高0.093）の平均は0.052 ± 0.006（標準誤差）で
あった。この結果も踏まえ、例えば、アレルギー鼻炎の症状無（正常）とアレルギー鼻炎
の症状有（異常）との境界を0.4とし、0.4未満を正常、0.4以上を異常と判定することが
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できる。３段階での判定を行うのであれば、例えば、0.4以上7.5未満を軽症、7.5以上40.
0未満を中等症、40.0以上を重症と判定することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
本発明によればアレルギー性鼻炎の重症度を客観的に評価することができ、より適切な
治療方針の決定等が可能になる。治験等の臨床研究では治療薬を客観的に評価する必要が
あるが、その際にも本発明は有用である。一方、唯一の根治療法である免疫療法（減感作
療法）では数年以上といった長期間の治療が必要となるが、免疫療法が有効な症例と有効
でない症例が存在することが以前より指摘されており、治療途中での治療効果の客観的評
価が必要とされていた。また、免疫療法は抗原特異的治療法であり、抗原特異的に治療効
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果を評価する必要性があった。抗原特異的なアレルギー性鼻炎症状の評価を可能にする本
発明は、免疫療法を継続すべきか否かを判断する際の有用な材料（判断材料）を提供する
。例えば、数年以上施行することになる免疫療法について、まずは短期間施行することを
患者に提案するといった対応が可能になり、根治療法にもかかわらず普及していない免疫
療法の普及を進めることができる。本発明が臨床応用されれば治療評価が画期的に進むこ
とが予想される。即ち、本発明は、臨床治療の方針決定に大きな貢献が期待されるもので
ある。
【００６８】
この発明は、上記発明の実施の形態及び実施例の説明に何ら限定されるものではない。
特許請求の範囲の記載を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこ
の発明に含まれる。本明細書の中で明示した論文、公開特許公報、及び特許公報などの内
容は、その全ての内容を援用によって引用することとする。

【図１】

【図２】
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【図４】
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