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【お問い合わせ】九州大学医学研究院 教授 中川 尚志 

                                                  電話：092-642-5668  FAX：092-642-5685 

                          研究担当者：九州大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科 村上大輔 

Mail：muradai@med.kyushu-u.ac.jp 
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http://www.qent.med.kyushu-u.ac.jp/group/group02.html 

腸管免疫を利用したスギ花粉症に対する新しい免疫療法 

30％以上が罹患しているといわれるスギ花粉症。いまや国民病とも一部で呼ばれていますが、こ

れまで、短期間で治す体質改善治療（免疫療法）はありませんでした。そこで、これまでになか

った、カプセルを飲んで治す治療を新たに開発しました。これは、腸管免疫を利用した新しい免

疫療法です。カプセルの中には、スギ抗原と多糖体の一種であるガラクトマンとの複合体が含有

されており、これを花粉が飛散する前と飛散中の約２ヵ月の間毎日服用する方法です。近い将来、

アレルギー体質を改善する新しい治療につながる可能性があります。 

研究者からひとこと： 

内服量、投与期間など、まだ治療薬として市

販されるには、改善すべき点がありますが、

この画期的治療法は、他のアレルギー疾患の

治療にも応用できる可能性があります。 

短期間（約２ヵ月間）の免疫療法でスギヒノキ

花粉飛散期中の症状-薬物スコアと特に薬物

スコアの改善が認められました。 

 

九州大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科では、2010年からこの新しい免 

疫療法の研究及び治験を行ってきました。その結果、安全性も確認さ

れ、鼻症状、目の症状を軽減するだけでなく、治療のための薬物を減

らす効果が認められました（表）。その結果は、最近掲載された論文

含め４つの国際的な医学英文雑誌に発表されています。 

スギ抗原-ガラクトマンナン複合体を用いた腸管免疫を利用した免

疫療法は、従来の免疫療法では実現できなかった短期間で治療効果が

期待できる新しい免疫療法です。最新の研究（論文）では、標準的治

療に比べ、約６割、抗アレルギー薬を減らす効果が認められました。 

本研究は和興フィルタテクノロジー株式会社、日本学術振興会の助

成を受け行われました。この成果を報告した論文は 2017年４月 11日

（火）に国際科学誌 Scientific Reports オンライン版にて発表され

ました。 
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研究責任者： 

九州大学大学院医学研究院 耳鼻咽喉科学 教授 中川 尚志 

電話：092-642-5668  FAX：092-642-5685 

Mail： nakataka@med.kyushu-u.ac.jp

  

    

研究担当者：  

九州大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教講師 村上 大輔        

電話：092-642-5668  FAX：092-642-5685 

Mail：

 

muradai@med.kyushu-u.ac.jp 

九州大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科  講師 澤津橋 基広 

電話：092-642-5668  FAX：092-642-5685 

Mail： motohiro@qent.med.kyushu-u.ac.jp 

 

協力企業、研究者： 

和興フィルタテクノロジー株式会社 バイオ＆ヘルス事業推進本部 グループマネージャー 齊藤章 

電話：0297-30-1252    FAX：0297-39-2131 

Maiｌ：akira.saitou@waftec.jp 

 

研究実施機関： 

九州大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科 

電話：092-642-5668  FAX：092-642-5685 

 

済生会福岡総合病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 

電話：092-771-8151 FAX：092-716-0185 

 

●研究についての問い合わせ 

＊臨床試験についての問い合わせ先 

九州大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教講師 村上大輔 

Mail：muradai@med.kyushu-u.ac.jp 

九州大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科ホームペー

ジ ：http://www.qent.med.kyushu-u.ac.jp/group/group02.html 

 

 

＊臨床試験に用いたスギ抗原-ガラクトマンナン複合体についての問い合わせ先 

和興フィルタテクノロジー株式会社 バイオ＆ヘルス事業推進本部 グループマネージャー 齊藤章 

電話：0297-30-1252    FAX：0297-39-2131 

Maiｌ：akira.saitou@waftec.jp 

ホームページ ：http://www.waftec.jp 
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Table Features of oral immunotherapy 

with Cry j 1-galactomannan conjugate 

1. Short term regimen 
 

2. Convenient, Minimally invasive 
 

3. Reducing anti-allergic medicine 

4. No severe systemic side effects 

 

Symptom-medication 
score 

Medication score 

Active Placebo Active Placebo 

30% 
decrease 

60% 
decrease 

The prevalence of Japanese cedar pollinosis (JCP) has been increasing, and is currently around 

30%. JCP is now called a part of Japanese national disease, but until now there has been no 

treatment to improve the allergy constitution in a short term regimen. Therefore, we developed 

a new oral immunotherapy to take antigen-galactomannan conjugate capsules using intestinal 

immunity. In addition, the treatment period is very short for about 2 months before and after 

the pollen is scattered. In the near future, there is a possibility that it will lead to a 

new immunotherapy to improve the allergy constitution. 

New oral immunotherapy for Japanese cedar pollinosis using intestinal immunity 

 

OIT using intestinal immunity with antigen-galactomannan conjugate is a novel immunotherapy 

that can be expected to have a therapeutic effect in a short term regimen that could not be 

realized by conventional immunotherapy. In the recent RCT, OIT with antigen-galactomannan 

conjugate was safe and approved to reduce anti-allergic medicine by about 60% compared to 

standard treatment. For more information about this research, see Safety and efficacy of 

short-term oral immunotherapy with Cry j 1-galactomannan conjugate for Japanese cedar 

pollinosis: a randomized controlled trial. Sci Rep., Murakami D et al. DOI: 10.1038/srep46142. 
 

“There are some points to be improved such as internal dosage and administration period if 

it can be marketed as a therapeutic drug, but this breakthrough treatment may be applicable 

to treatment of other allergic diseases.” says Murakami D  

(This research was conducted with the support of Wako Filter Technology Co., Ltd., and Japan 

Society for the Promotion of Science.) 

Fig. Improvements in symptom-medication score and 
especially medication score during pollen season were 
recognized with short term OIT for about 2 months. 
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