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盾　　　　著-

Mouse Ear Swelling Test(MEST)

による水銀の感作性評価

太　田　　　薫1)　山　中　すみへ　　　高江洲　義　矩

1)東京歯科大学衛生学講座, 2)東京歯科大学口腔科学研究センター

年6月15日受付)

年7月12日受理)

抄　録:水銀の感作性を,感作陽性対照物質の1-　　　　　　　　　　　　　　　　ととも

に　　.　　マウス雌を用いて　　　　　　　　　　　　　　　　で検討した｡鹿部感作群

と耳部感作群を設け,アジュバント使用の有無により被験夜を非感作群と感作群に塗布し,惹起に

ょる茸の腫脹率を比較して,感作性発現を評価した.その結果,水釦ま,発赤や軽度腫脹を起こす

炎症濃度を塗布した耳部感作群で陽性反応を示した｡起炎症濃度をくり返し塗布したり,またはア

ジュバント使用により感作部位が損傷した腹部感作群や,非炎症濃度をくり返し塗布しても炎症の

みられない耳部感作群では,感作の発現は認められなかった｡これらの感作群への起炎症濃度惹起

による発赤･腫脹の程度は,麓部感作群で抑制され,耳部感作群では非感作群より元進した.これ

らのことから水銀は,感作部位の表皮の状態により感作性を発現したり,抑制することがわかった｡

キーワード　　　　　　　　　　　　　　　　　　皮膚感作性,水銀

緒　　　　　旨

医薬品をはじめとする金品添加物,化粧品,化

学工業品,農薬などの化学物質と同様に,生体材

料,医用材料の一種である歯科材料についても,

実験動物による安全性の評価は3,4)が強く求めら

れてきている｡そのためには多くの実験動物が使

用されてきたが,近年, 3Rすなわち

placement by alternatives, 2 ) Reduction of

を基

本概念とした動物実験が求められ,急性毒性試

験5),皮膚および眼刺激試験　　など各種の代替

試験法9'が検討されている｡細胞や細菌を用いた

染色体異常試験や変異原性試験は,発癌性のスク

リーニングテストとして世界的に実施されている

別刷請求先: 〒　　　　千葉市美浜区貢砂1 - 212
東京歯科大学衛生学講座　太田　薫

代替試験法である｡

アレルギー反応を引き起こす物質などを評価す

る実験方法として,一般にモルモットを用いた感

作性試験10･11)が行われているが,その代替法とし

てマウスの耳の厚さを計測して感作性を評価する

言3言4)があ

る｡　　　は,マウスで遅延型過敏反応が報

吾15)されて以来,多くの免疫学的情幸　　が得ら

れ,その結果,安全性評価の代替法として応用

された試験法である｡　　　　は,モルモット

での試験に比べて｢安価,試験期間が短い,反

応を客観的･定量的に測定できる｣などの利点

を有している　　　　ら　　　　　　ら　　そし

て　　　　　ら27)は,感作条件を変えた

で多くの化学物質の感作性を評価し,モルモット

を用いた試験結果と比較して　　　　が感作性

試験の代替法として有用であるとしている｡
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822 太田,他:　　　による水奴の感作性評価

アマルガムなどの歯科用金属に起因する水銀の

アレルギー性は　　　年に初めて

ら28)によって報害されて以来,多くの臨床報吾29-

33)がなされている｡ヒトでのアレルギー性の検索

はパッチテストで行われることが多く,歯科用金

属による陽性率の検討をボランティアを対象に実

施した報吾　　がある｡それらの報吾によると,

水銀の陽性率は,佐藤ら34)の報吾で　　　　著者

ら35)の結果では　　と,それぞれの被験金属の

うちで最も高い値を示した｡また著者ら36)は,水

銀を含む数種の歯科用金属の感作性をモルモット

で評価したところ,検出感度が最も高いとされて

いる感作条件で水銀が陰性を示したことから,水

鎚の特異的な免疫反応が考えられたことを報害し

ている｡本研究は,感作性物質のスクリ-ニング

試験法としての　　　を用いて,感作条件の違

いによる水銀の感作性を,陽性対照物質である11

とともに

検討し,水銀の感作性発現の特性について解析し

た｡

材料および方法

1.被験動物

日本クレア㈱より5過麻で購入した

cAマウス雌｡搬入時に異常のないことを確認し

た後,動物は金網ケージに1群5-6匹を収容

し,室温24±　　　湿度50±　　　換気回数15

回/hrで自動給水,自動洗浄装置付きケージ架

台にて1週間の馴致後,試験に供した｡也,水は自

Induction stage

FCA (i.d)

81　1　1　1

由摂取とし, ｢東京歯科大学動物実験指針　　｣

に蓋づき動物実験を行った｡

2.被験物薯および試料の調製

塩化第二水銀　　　　和光純薬工業,試薬特

級)および感作性陽性対照物質である

和光純薬工

業,試薬特級)はいずれも感作性の無いことが確

認24)されている70%エチルアルコール　　　　に

溶解した｡水銀の試験濃度は,予備試験の結果か

ら,感作部位に炎症を起こす濃度(起炎症濃度)で

ある水銀換算　　と　　　そして非炎症濃度で

ある水銀　　溶液を調製した｡　　　について

は　　　　　ら27)の用いた1. 0および　　溶液を

調製した｡なお　　　　　　　の1回塗布は,耳

部に対して炎症を起こさない濃度であった｡

3.感作方法

感作群は被験液の100/Jlを腹部に, 20〃1を耳

部に1-4回塗布して感作し,非感作群は70%

を同室塗布した｡惹起は,感作終了1週間

後に被験液の20〃1を感作群と非感作群の耳部に

塗布した｡惹起前および惹起後　　　時間目に耳

の厚さを測定し,腫脹の程度から感作性の有無を

判定した｡試験法の概要を　　　に示す｡

感作方法は免疫補助剤として

アジュバント,免疫化学用;和

光純薬工業)を用いたGadら24'の方法,アジュ

バントを使用しない　　　　　ら27)の方法,そし

て感作部位を耳部とした　　　　　の方法をも

とに感作条件を設定した｡

Day O　1　2　3

0　1　2

Abdominal skin is tape stripped

to remove the stratum corneum

one week

(I: Test solution-Abdomen: 100LLt. Ear; 20uJ)

Topical application　　　　　24h　　　48h

OntOtheears (20JiO

Measurement of

the ear thickness

2weeks

Fig･ 1 The outline of mouse ear swelling test in this experiment
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1)アジュバントを使用した腹部感作群

試験開始日(0日目)に動物の腹部約2 × 2cm

の毛を電気バリカンで刈り取り,アジュバント

を皮内庄射後,同部位周囲の角質層を

テープ　　　幅トランスポアテープ:共立薬品

工業)で除去した｡感作君の動物には被験液を連

続4日間塗布して感作した｡

2)アジュバントを使用しない鹿部感作群

毛刈りした動物の腹部に,被験液の同室を連続

3日間または1回塗布して動物を感作した｡

3)耳部感作群

感作群動物の右耳に被験液を1回～ 3回塗布し

て感作した｡ただし, 1回塗布群には,非感作群

として初回惹起時に被験液を耳部に塗布した群も

含めた｡

それぞれの感作群に対する非感作群の動物には

被験液の代わりに　　　　　　を塗布した｡

4.惹起方法

感作操作終了後6-9日目にエーテル麻酔トで

ミツ

トヨ製)を用いて耳の厚さを測定後,被験液を左

耳に　　　　　　　を右耳に塗布して惹起した｡

判定はGadら24)の判定方法に従い,惹起前

惹起後24および48時間にエーテル麻酔

トで耳の厚さを測定し,惹起後の耳の厚さが惹起

前　　　の耳の厘さより20%以上増加した場合

を反応陽性としたo　同様に感作群の炎症による腫

脹率(%)は,非感作群の耳の厚さを　　　として

求めた｡感作群を非炎症濃度で惹起し,反応陽性

例が認められた場合,または腫脹の程度が非感作

群より20%以上増加した場合を感作性発現とし,

起炎症濃度で惹起しても反応陽性例が認められな

ければ反応抑制とした｡

5.追加試験

初回惹起で反応陽性を示さなかった腹部感作群

については,同-感作動物の腹部に被験液を塗布

して追加感作を行った後に惹起し,反応を非感作

群と比較した｡耳部感作群については,感作部位

と惹起部位が同じであるため,惹起ごとに反応を

非感作群と比較した｡

823

初回試験および追加試験における感作や惹起濃

度,被験液の塗布回数,塗布時期,塗布部位など

の条件を　　　　に示した｡

6.統計学的処理

感作群と非感作群の腫脹率の有意差検定は

または　　　　　　　　　で,

両群問の反応陽性例数についての有意差検定は

を用いて行った｡

統計処理ソフトは　　　　　　および

を使用した｡

結　　　　　果

の感作性評価

本研究で用いた　　　　の有効性を確認するた

め,感作性陽性対照物質である　　　　の感作性

を評価した｡　　　　に示すように,アジュバン

トを使用したA群は,角質層を除去してから腹部

に　　　　　　を4回塗布して感作した｡アジュ

バントを使用しないBおよびC君羊は　　　　の

または　　を3回塗布して感作した｡そし

てD群はA群の非感作群として用いたため,耳部

に　　　　　　を1回塗布感作したことになる｡

感作終了1週間後のA群およびその非感作群の

皮膚には,アジュバント投与部位周辺に腫脹と硬

結が認められた｡その炎症の程度は非感作群よ

り感作群で顕著であり,全例に部分的な壊死が

認められた｡また,アジュバントを使用せずに

で感作したB君羊の腹部も薄い痴皮で

覆われていた｡初回および2回目惹起の結果を

と　　　　に示す｡

初回惹起で　　　　　　　を腹部感作したC君羊

では10例中10例が　　　を耳部感作したD群で

は6例中3例が,そしてアジュバントを使用して

を腹部感作したA群では10例中2例が反応

陽性を示した｡この時の塵張率は感作C群のみが

132±11%と非感作群より20%以上増加してい

た｡追加惹起によって,感作A群と感作D群の腫

脹率は145土　　　例中10例が陽性　　　±16%

(6例中4例が陽性)となり,また,初回惹起で陽

性例の認められなかった　　腹部感作B群の腫

15　-
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Table l Conditions of the first and additional tests

(DNCBl))

Induction

Site

FirStteSt

Induction/Challenge A PPliCati0n

concentration tim es
I

A bdom en F C A 1.0% / 1.0% 4 3

A bdom en 工0% 3 3

A bdom en 0.1% / 0.1% 3 3

Ear 1.0% / 1.0% 1 4

上lh

FirStteSt
､沖+淵日出五ふっ

Indue-/Chall
C0nCentrati0n3)

APp1i.

timeS4)

thefirStinduCti0n

Week2) 里tra寸i｡n Site .

工0%/工0% 3 2 1.0&0.5% Ear ll

1.0%/0.5% 3 2& 4 1.0% Abd0.5) 6

6

8

2

0.5%/0.5%

十

0.5%/1.0%

3

4

3

3

4

2& 4

3& 5

7

0.5%

2.7%

0.5%

0.5%

1.0%

Abd0.5)

Ear

Abd0.5)

Ear

Abd0.5)

1.0%/0.5% 1 2

(Mercury-ear induction)

F irStteSt A ddit10na1

applicationIn duction/Challenge A Pp五

W eek2)c oncen tration tim eS4)
W eek2) C 0nC .6)I --

工0% / 工 1 1

2

5

5

0.5 %

0.5 %

0.5 %

10

10

5

1.0% / 0.5% 1 1

0. 5% / 2.7% 1 3

F C A + 0. 5% / 0.5% 1 2 7

0. 5% / 0.5% 1 1 4.7,10 & 13 0.5 % 17

1. 0% / 0.5% 3 1 5

1) : 1lChloro 2, 41dinitrobenzene

2 ) : Week after the first induction

3)

4)

51

6)

Induction/challenge concentration

Application times for inducion

Abdomen(three times application)

Concentration
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脹率も124±　　　　例中4例が陰性)を示し,い

ずれも非感作群より20%以上増加した｡このよう

に　　　　はいずれの群も2-4週間で感作性を

発現した｡

2.水銀の感作性評価

鹿部感作

に示すように,アジュバントを使用

し,水強　　を4回塗布した感作D君羊,アジュ

バントなしで,水金屋　　を3回塗布した感作A

およびB群,同様に　　を塗布した感作Cおよ

びE群,そして水銀工0%を1回塗布した感作F

群に初回惹起を行った｡追加試験において感作A

群は3回目,感作EおよびF群は2回目惹起の結

果を,感作B群は追加感作を2度行った後の3回

目惹起,感作C群は1度行った後の3回目惹起,

感作D群は3度行った後の4回目惹起の結果を最

終惹起として用いた｡

初回惹起時において,アジュバントを用いて感

作したD群およびその非感作群の皮膚には,腫脹

と硬結が認められ,感作D群の炎症は　　　　感

作群より顕著であった｡また,アジュバントを使

用せずに水銀　　を3回塗布した感作Aおよび

B群の腹部皮膚も,痴皮に覆われていた｡初回惹

起および追加試験の結果を　　　　および

0　　　0　　　0　　　0

C

C

　

/

0

　

4

　

2

(
.
J
o
)
　
S
S
a
u
1
3
!
t
P
J
t
:
3

" ふ忠 告言千 ｢ ∵ =忠 一白

A
+ FCA ★★

★★
D

★★

B
E -

+

舘}/.

】

C.C.　　　　1.0%　　　1.0%　　　0.1%　　　　　　　　　　0 1%

C.I.　　　　　　　3W　　　　　3W　　　　　3W　　　　　　　　　2W　　4W

C･C∴　　　　　　　　　　　　　　･ :

＼0　　1　　　　　症1n田1　　　　　　　　　､ :

監冠:　　×　　　　　:　　×3　　監ヨ二　　　×1

Fig. 2　The comparison of mouse ear thick-

ness between the first (L) and additional

(R) challenges with the induction of

DNCB

Ear thickness (%)-(48/Oh of induction

x

group)

Significant difference from the non-

induction group at p<0.01 (**)

825

3に示す｡

初回惹起において,水銀　　で惹起した感作

AおよびE群　　　　で惹起した感作

D, F群のうち,陽性反応は感作F群で3例中2

例に認められたが,非感作群にも1例認められ

た｡　　　の左側棒グラフに示すように,初回

惹起の結果で,感作群の腫脹率が非感作群の腫脹

率より20%以上増加した群は認められなかった｡

最終惹起において,水銀　　で惹起した感作

群のうち反応陽性例は感作C,

E, F群でそれぞれ, 5例中3例, 5例中2例,

3例中2例に認められたが,感作F群は初回惹起

時と同様に非感作群にも1例陽性例が認められ

た　　　　の各右側グラフに示すように,追加

感作後に　　を耳部塗布した感作C群と感作時

の塗布を1回にした感作F群は,惹起により耳の

腫脹率がそれぞれ141±　　　　　±42%と非感作

群より20%以上増加した｡

一方,追加感作後に起炎症濃度の水銀　　で

惹起した感作B群では3例とも反応陽性例が認め

られず,感作D群で10例中2例に陽性例が認めら

れたのみであった｡これは,非感作群の陽性例が

それぞれ3例中3例, 5例中4例であるのに比

べ,感作群の陽性例が有意に少ないことを示して

Table2　The positive response ratios of

])＼CIi恒･ 1用ST

In d u Cti0n Site A b d o m en E ar

T e St g r0 uP A 1) B C D

F irSt in d u C .c on°.(% ) 1. 0 工 0 0. 1 1. 0

U,
..i.)...･.⊃
U,C)
P∃

F irSt Ch a 1. co n°.(% ) 1. 0 工 0 0 . 1 上 0

N 0n l in d u Cti0n 0/ 6 0/ 6 0/ 5 0/ 6

In d u ction 2/ 10 0/ 5 10 / 10 * * 3 / 6 *

S eC0 n d Ch a 1. co n°.(% ) 上0 1. 0 0. 1 1. 0

N 0n lin d u Cti0n 0/ 6 0/ 6 0/ 5 0/ 6

In d u ction 10/ 10 * * 4/ 5出 3 / 3出 4 / 6 *

1 ) : FCA pre-treatment

Significant difference from non-induction group

at p<0.05(*) and p<0.01(**)
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826 太田,他　　　　による水銀の感作性評価

Table3　The positive response ratios of mer-

cury by MEST (Abdomen)

T eSt gr0up A B C D l) E F 2)

FirStinduC-C0nC-(%) 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0

U,
Jlll>
rllllllli⊃
U]
Q)
F<

FirStCha1.C0nCl(%) 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5

N 0nlinduCti0m 2/ 6 0/ 10 0/ 5 0/ 5 5/ 5 1/ 3

Induction 2/ 6 0/ 16 0/ 6 0/ 10 5/ 5 2/ 3

Fina1ChaL C0TlC-(%) 0.5 上0 0.5 1.0 0.5 0.5

N 0nj nduCti0n 0/ 3 3/ 3 0′/ 4 4/ 5 0/ 5 1/ 3

Induction 0/ 3 0/ 3* 3/ 5 2/ lo粕 2/ 5 2/ 3

1 ) ･. FCA pre-treatment

2 ) : One time application of lOOpI

Significant difference from non-induction

く

いた(それぞれ　　　　　　　　　｡また,感作

群の耳の腫脹率は,それぞれ非感作群の68%およ

び74%であり,有意な抑制が認められた(ともに

p<0.01)0

感作B群について初回惹起から初回感作終了後

17週目までに行った惹起の結果を　　　に示し

た｡感作B群のうち7例について,初回感作終了

後6過官に　　　　の　　を2回/週･腹部塗

布で感作し,さらに3週間後に　　　　の

で惹起したところ,感作性陽性(腫脹率　　±24

%, 7例中5例反応陽性)となった｡また感作B

群の反応抑制を示した動物について,初回感作終

了後7および8週目に水銀上0%で耳部への惹起

を繰り返したところ, 8週目には発赤,腫脹が認

められるようになり, 17週目の惹起で感作性陽性

土　　を示した｡

耳部感作

に示すように　　　の水銀　　被験

液を1回および3回塗布して感作した感作a, b

およびf群　　　被験液を1回塗布して感作し

た感作C群(C群の非感作群), d群(感作D群の

非感作群)およびe群(感作　　　　群の非感作

群を含む)に初回惹起した｡追加試験において感

作a, Cおよびf群は2回冒,感作bおよびd群

は3回冒,感作e群は6回冒惹起の結果を最終惹

起として用いた｡水録　　被験液の1回塗布に
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Fig. 3　The comparison of mouse ear thick-

ness between the first (L) and additional

(R) challenges on the abdominal induc-

tion of mercury

Ea.

×

group)

The first challenge (left bar) was con-

ducted at one week after the first indu-

ction.

In the additional tests after the first

･ti°　　　　　こ111(　　､  ･ T

solution was applied to the abdomen

and the ear, respectively, as follows; A ;

20〃

､　　　　Wetlk. C' :

Three times of lOOpl of 0.5% and 20pl

of 2.7% at 3rd & 4th weeks, respectively.

D ; Three times of lOOplofO.5% at 2nd

& 4th weeks, and 1% at 7th week.

Significant difference from non-induc-

tion group at P<0.01(出)

より感作部位は発赤･腫脹を示したが,痴皮化がみら

れず,これらの症状は惹起時に消失していた｡ 3回

塗布したf群では腫脹が残っていた｡初回惹起およ

び追加試験の結果を　　　　および　　　に示す｡

初回惹起において,水銀　　と　　を感作a

群のそれぞれ右耳と左耳に　　　を感作C群,

また　　を感作　　　　　　　群の左耳に塗布

した｡　　の惹起により,感作a群で6例中3

例, b群で11例中5例に反応陽性例が認められ

た｡しかし　　　　の左側棒グラフに示すよう

に,耳の腫脹率が非感作群より20%以上増加した

群はみられなかった｡また　　で惹起した感作

a群(右耳)の陽性例数は非感作群と差がなかった

が,腫脹率は非感作群に比べ有意に低かった(80

±　　　　　　　　　　○
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Fig.4　Thc changes of the ear thickness of

･ulT NC

tion-challenge after the abdominal

induction of mercury

Bar thickness (%)-(48/Oh of induction
x

group)

The concentration of the first induction

was 1% of mercury, and the same addi-

tional inductions were conducted at the

2nd and 4th weeks after the first indue_

tion･ One % of DNCB was applied to 7

animals of this group at 5th week after

thc first induction of mercur･y and

challenged 0.1% of DNCB at first and

3rd weeks after ljNCB induction.

上つ　　　仕出判　　五　　　°n-

･°岬　　上作01巨の

最終惹起において,水銀　　を感作dおよび

e群に　　　を感作　　　　　　　群に塗布し

た｡　　の惹起で感作a群は4例中3例が,感

作C群は4例中1例が, f群で4例中3例が反応

陽性を示した｡感作a, Cそしてf群の惹起によ

Table4　Thc positive response ratios of mer-

cury by MEST (Ear)

TeStgr0up a b C dl) e f2)

FirStinduC.C0nC.(%) Ilo 1.0 0.5 0.5 0.5 上0

FirStChallC0nC-(%) 1.0 0.5 0.5 ご言 0.5 0.5 0.5

N0nlinduCti0n 3/ 3 0/3 1/ 6 3/ 5 0/ 5 4/ 9 1/ 3

丁､
.̀.コ
コ
【月
〈D
D=

Induction 6/ 6 3/6 5/ ll 3/ 5 0/ 5 6/ 21 1/ 4

FinalChallC0nCJ(%) 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5

N0n-induction 0/ 3 1/ 3 0/ 4 4/ 5

2/ 2 0/ 2

1/ 3

Induction 3/ 4* 1/ 5 1/4 4/ 4 3/ 4

1 ) : FCA pre-treatment

2) : Three time application of 20pl

* : Significant difference from non-induc-

tion group at p<0.05
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る腫脹率はそれぞれ131±　　　　　　　　および

121⊥13%であり,いずれも腫脹率が非感作群よ

り20%以上増加した｡また工0%で惹起した感作

d群の腫脹率は　　と,非感作群の腫脹率より

有意に増加した｡初回惹起で感作性を示さなかっ

たe群に対して,その後13週目まで3週間毎に0.5

%で惹起したが,反応陽性を示さなかった｡さら

に17週目に左右の耳部を　　と　　で惹起した

ところ　　　惹起では反応陽性を示さなかった

が　　　惹起では月重脹率が　　を示し,非感作

群と比較して明らかに高い値であった｡

考　　　　　察

.　　　　　　　　　　　は,感作

性化学物質をスクリ-二ングする試験法37)の一つ

として認められている｡ Gad　ら

ら27)や　　　　　は　　　　により感作性陽性
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Fig. 5　The comparison of mouse ear thick-

ncss between the first (L) and additional

(R) challenges on the car induction of

merCury

Ear thickness(%)-(48/Oh of induction

x　　　　　　　　　-

group)

The first challenge (left bar) was con-

ducted at l～3weeks after the first indu_

ction. In the additional tests after the

廿主　　　　　｡　　　一.OIIT　　　主

tion was applied to the ear as follows ;

b.,0.5%at2nd&5th weeks. d ; 0.5% at

5th week. e ; 0.5%　at4, 7, 10　& 13th

weeks.

* ; Significant difference from non-

induction group at p<0.05
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対照物質の

を,それぞれ異なる条件で感作しても

暢性反応の結果が得られたと報害している｡本研

究においても, DNCBの　　腹部感作群と1.0

%耳部感作群,アジュバントを使用した

腹部感作群では初回惹起で　　　腹部感作群で

は追加惹起で陽性反応を示し,本研究で行った

が感作性発塊を評価する試験法として有

効であることを示した｡

著者らは,歯科用金属の1つである水銀の感作

性発現を,条件を変えた感作方法による

法で検討したo　その結巣,起炎症濃度の水娘1.0

%を腹部または耳部に1回塗布した感作群では,

初回惹起で陽性反応例がみられ,この方法はア

ジュバントを肩甲部皮下に注射して被験液を耳部

に塗布感作する　　　　　　の方法よりもさらに

簡単で,短い試験期間で感作性を発現したo　しか

し,非炎症濃度の水銀　　を塗布した耳部感作

群では,惹起による陽性反応例が認められなかっ

た｡これらの群では,非炎症濃度での惹起を繰り

返した後に起炎症濃度で惹起すると,感作が成立

していないにもかかわらず,耳の腫脹率が非感作

群より有意に増加する群や,起炎症濃度で惹起し

た後に非炎症濃度で惹起すると反応暢性を示す群

が認められた｡このように水銀による感作性の

発現には,モルモットの感作性試験　　でいわ

れているように,惹起前に水銀の起炎症濃度で表

皮を刺激する必要があり　　　年に

が指摘したように,感作に表皮蛋白の関

与が重要であることを裏付けるものであった｡

現在では,表皮内に常在する　　　　　　　細胞

の抗原提示細胞

としての機能や,表皮

が産庄するサイトカインのうちLC

の活性化に重要なサイトカインの存在も明らかに

なっている｡したがって,感作T細胞の産塗に

は,表皮内免疫細胞であるKCを活性化するため

に,表皮を刺激する濃度で感作する必要があると

考えられた｡しかし　　　　を3回/過塗布し,

表皮に強い炎症がみられた耳部感作群では,暢性

例が初回ではなく2回目の惹起で認められてい

る｡このことは, KCが産生するサイトカイン

が,まず好中球などの炎症性細胞を誘導し, LC

を活性化するサイトカインの誘導が遅れたためであ

ると推測された｡

一方　　　ら24)や　　　　　ら27)のように,

アジュバントを使用したり,被験液を3回以上塗

布して感作した場合,非炎症濃度の水鍾　　ま

たは起炎症濃度の水銀　　の腹部感作群では,

初回惹起での陽性例が認められなかった｡しか

し,アジュバントを使用しない　　腹部感作群

では,耳部感作群と同様,起炎症濃度　　を耳

部に塗布したのち惹起することによって陽性例が

認められた｡このとき陽性反応例数が腹部感作群

で多く認められたことから,腹部感作における非

炎症濃度の水銀も感作性発現に関与していること

が考えられた｡

鹿部感作群では,塗布回数を1回にして

感作した場合,陽性反応例が認められたoしかし,

起炎症濃度水故　　の3回塗布やアジュバント

使用により感作部位の皮膚が痴皮化した群では,

初回惹起および腹部追加感作後の惹起でも陽性例

が認められなかった｡これらの感作群は,起炎症

濃度　　で惹起しても,非感作群で認められた

耳の腫脹を示さず,炎症の抑制すなわち寛容がみ

られた｡寛容を発現する機序としては,胸腺摘出

によって起こる中枢性のクローンの除去　　抗原

特異的な末櫓性のクローンの本活化

編胞21･22)の存在などが

報吾されている｡本研究において,水銀の起炎症

濃度に対して反応を示さなかった腹部感作群は,

に対しては感作性を発現した｡したがっ

て,この群の感作の不成立は,胸腺細胞のアポ

トーシスによって起こるクローンの除去による寛

容とは異なると考えられる｡また同群の動物は刺

激濃度水銀の繰り返し惹起で刺激性を回復した

後,非刺激濃度の水強惹起でも感作性を発窮した

ことから,クローンの不活化による寛容とも翼な

ると考えられる｡著者ら45)は,多量の起炎症濃度

水強を腹部に塗布感作したマウスで,皮膚反応が

20
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抑制されたにもかかわらず　　　　　での水銀刺

激によるリンパ球のチミジン取り込み室が,無処

理群の10倍高い値を示したことを報害している｡

またとトでも,パッチテストが陰性であるにもか

かわらず,陽性者よりはるかに高いチミジンの取

り込み量を示した水銀常時取扱者の事例を報吾46)

している｡これらの報吾から,この抑制は,抗原

刺激によって活性化され, T細胞やB細胞のさ

まざまな反応を抑制する　　　　　　　細胞に

起因する反応と考えられる｡抗原の再侵入で,

感作性陽性となる感作T細胞や,炎症を抑制する

細胞は,ともに無処理動物へ受動

移入　　できるL　　　　　での抗原刺激により

活性化してチミジンの取り込み量も増加すると考

えられた｡

斉藤47)は,感染に対する防衛反応として,局所

に遊走してきた白血球で炎症の鋳静化ができない

場合には,好中球からケモカインファミリーの1

つであるマクロファ-ジ誘導因子が産生され,マ

クロファージ(Mのが遊走してくると報害してい

る｡したがって起炎症濃度水銀の連続塗布で,義

皮内KCやL Cを損傷する強い炎症が起こった場

合には, M¢が遊走L　　　　としての役割を果

たすことが考えられる｡

本研究結果は,水銀被験液によって,感作部位

の表皮が発赤･腫脹を起こした場合には感作性陽

性反応を示し,損傷して痴皮化した場合には炎症

反応の抑制を示しており,それぞれAPCとして

LCとM¢が働くことが推察された｡したがっ

て,モルモットを用いた著者ら36'の感作性試験

で,アジュバントを使用した　　　　　　　　法

で水鹿が感作性を示さなかったのは, KCやLC

の傷害による感作不成立または反応の抑制による

ものと推察された｡

木研究では,水廉が皮膚から榎大した場合の免

疫反応について考察したが,抗原が経皮榎入する

場合も,口腔や消化管,気管支などの粘膜面から

侵入する場合も,産休の防御反応である免疫応答

が誘導される｡抗原が経皮寝大した場合の免疫応

答は,接触皮膚炎症状であり,寛容は現れにくい

21
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と考えられる｡一方,粘膜面から倭人する場合,

粘月莫関連リンパ組織の1つとしての口腔は,多量

の金額抗原や細菌などと常に接触する部位である

ため防衝機構が発達し,経口免疫寛容機構4°が働

くものと考えられている｡経口的に少量の抗原を

長期間にわたって摂取すれば　　　　　　　細胞

による寛容を,大量であればクローンの不活化に

よる寛容　　　　を起こすことが報吾48)されて

いる｡したがって,歯科用金属は,長期間にわた

り徐々に口腔粘膜や消化管粘膜から侵入すること

から　　　⊃　　　　細胞による寛容を起こすこ

とが考えられる｡

による動物実験と免疫純胞を用いたin

試験によって,感作性反応や寛容の発現機

序を究明することを今後の研究課題としたい｡

結　　　　　論

歯科用素材をはじめ,化学物質のアレルギ-発

現を予測する感作性試験のスクリーニング試験

として　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が

ある｡木研究では　　　　を用いて,陽性対

照物質の

とともに水銀の感作性を感作条件の違

いにより検討し,以下の結論を待た｡

1.感作性陽性対照物質である　　　　の感作で

は,アジュバント使用の有無や感作部位の違いに

もかかわらず,陽性反応が2-4週間の試験期間

で認められたことから　　　　は感作性物質のスク

リーニング試験法として適切であることを示した｡

2.水銀による感作発現は,起炎症濃度水裁1.0

%波を耳部に塗布,または腹部に1回/週塗布し

て感作することによって認められた｡

3.水鐘　　液の3回/過腹部感作群では

%被験夜での抗原刺激をくり返しても,感作の成

立は認められなかった｡

4.水銀の非炎症濃度　　腹部または耳部感作

群では　　　惹起をくり返しても感作は成立し

なかったが　　　の起炎症濃度で惹起すると,

腫脹の程度は非感作群の腫脹率より有意に高い値

を示した｡またこのような感作群は,起炎症濃度
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で耳部を刺激した後に惹起すると,反応陽性例が

認められるとともに腫脹の程度も非感作群より20

%以上高い値を示した｡

5.水銀　　の3回/週腹部感作やアジュバン

トを使用した　　の4回/週腹部感作により感

作部位が損傷した群では　　　惹起で反応陽性

例が認められず,追加腹部感作後に行った起炎症

濃度　　惹起で,腫脹率が非感作群の68%およ

び74%と有意に低く,炎症の抑制を示した｡

6.水銀の　　惹起で反応の抑制を示した動物

は　　　　に対して感作性を発貌し,また水銀

の繰り返し抗原刺強こよって感作が成立した｡

水銀の感作性発現を　　　で検討した結果,

水銀は感作部位の表皮の状態により,陽性反応や

免疫寛容を発現することを示した｡したがって,

水銀では感作の方法により寛容を起こすこともあ

るが　　　　は感作性物栗のスクリーニング試

験として有用であった｡
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Thc Evaluation of Mercury Sensitization

by Mouse Ear Swelling Test (MEST)

ESU上2)

1JTjcpartment of Hygiene and Community Dentistry, Tokyo Dental College

こ1日五　　　､l頂亘'mitL､1･. TL､　｢　　'し　脛､

Key words I Mouse Ear Swelling Test (MEST), Shin sensitization, Mercury

Mouse Ear Swelling Test (MEST) is one of screening methods to examine the delayed type

skin sensitization for the chemical substances. Using this test, mercury sensitization was inve-

stigated in company with 1-Chloro 2, 41dinitrobenzene (DNCB) as a positive control substance.

The induction group by DNCB application to the abdomen or to the ear showed positive response

with or without prctreatmcnt of Freund's Complete Adjuvant (FCA)･ In the ear induction

group with inflammatory concentration of 1.0% mercury, positive response animals were observed

at the first challenge. In the induction groups with non-inflammatory concentration of O･5%

mercury, positive response animals were not observed, even though several times of additional

induction were carried out with the same concentration. The sensitization rcsponsc of mercury

was related to the dcglree Of inflammation of the induction site. When the induction sites were

damaged due to the pretreatment of FCA or the sequences of three times of l･0% mercury

applications to the abdomen, any positive response animals were not seen by the challenges, 1n

上

mmatory concentration of 1.0% mercury, the degree of ear swelling and the number of positive

response animals in these induction groups slgnificantly decreased compare to that of the non-

induction group. This suppression of skin sensitization might be caused by the immunologlCal

tolerance.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(The Shihwa Gahuho, 99 ･. 821-832, 1999)
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