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はじめに
　我々はこれまでの約 10 年間、黒酵母β - グルカンの機能性に関する研究に携わってきた。黒酵母 β- グルカン（図 1）
は、Aureobasidium pullulans が産生する β-1,3-1,6- グルカンを主成分とする物質で、厚生労働省より既存食品添加物
として認可されている。既存食品添加物の認可を受ける際に公的機関による変異原性試験・毒性試験が実施され、経
口摂取する上での安全性が担保されている。我々は、黒酵母 β- グルカンの機能性解析を細胞レベルから着手し、マ
ウスモデルでの検証、さらにはヒト介入試験と段階的に実施してきた。これまでに、黒酵母 β- グルカンの経口摂取
により、ナチュラルキラー細胞（NK 細胞）やマクロファージが活性化されること、また黒酵母 β- グルカンの腸管
内での認識には、自然免疫で重要な役割を果たす Toll 様受容体 -4 が関与していることを発表した。さらに、我々が
見出した黒酵母β - グルカンの機能性は免疫賦活効果に留まらず、血糖値の改善効果や腸管セロトニンの合成促進効
果、腸管蠕動運動の促進等多岐にわたっている。今回は、紙面の都合上、平成 21 年 6 月より実施した免疫賦活効果
に関するヒト介入試験の結果を中心に述べる。

産官学連携による研究組織
　ヒト介入試験実施にあたり、平成 21 年 6 月、高知大学と土佐市の連携協定に基づき「産・官・学」の連携による『黒
酵母β‐グルカンの高齢者並びに疾病患者に対する有用性の検討』に関する共同研究契約を締結した。このプロジェ
クトには、【官】である土佐市、【学】である高知大学に加え、【産】からは県内企業 3 社が参加した。私がプロジェ
クトリーダーを務め、土佐市民病院副院長（現院長）であり、本学医学部卒業生の田中 肇先生にサブリーダーの任を
担っていただいた。治験開始に先駆け、平成 21 年 6 月、高知大学及び土佐市民病院で、ヒト介入試験の実施に向け
倫理委員会の審査を受けた。高知大学では平成 21 年 6 月 30 日に開催された平成 21 年度第 3 回倫理委員会で審査を
受け、同日付で治験開始が承認され、我々の研究がスタートした。

治験対象者および評価方法
　被験者は、黒酵母β‐グルカンの経口摂取により恩恵を受けることが予想される、高齢者、担がん患者とした。細
胞性免疫の指標である NK 細胞活性は 20 歳をピークに、加齢に伴い低下することが知られている。よって、一般的
に免疫力が低下する高齢者が黒酵母β‐グルカンを摂取することは、高齢者の健康維持のために意義があると考えた。

　黒酵母β - グルカンの機能性に関する研究

黒酵母由来β -グルカンの特徴 
●主鎖：グルコース(β -1,3-結合) 
●側鎖：グルコース1分子(β -1,6-結合) 
●分子量： 10万～50万 Da 
●酸性 
●水溶性 
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また、担がん患者は一般的に細胞性免疫が弱いことが知られているため、黒酵母 β‐グルカンによる細胞性免疫賦活
は摂取者にとって有用であると考えた。
　まず、被験者に、3 ヶ月間、一日３回、黒酵母 β‐グルカンを摂取して頂いた。摂取に伴う効果は、細胞性免疫で
重要な役割を担っている、NK 細胞の活性化を指標として評価した。黒酵母 β‐グルカン摂取前及び摂取 1 ヶ月後、２ヶ
月後、３ヶ月後、計４回採血を実施し、密度勾配遠心法を用いて NK 細胞を豊富に含む単核球の分離を行った。得ら
れた単核球を機能性細胞とし、予め 51Cr で放射線標識を行った K562 細胞（ヒトリンパ腫細胞株）を標的細胞とし
て解析を行った。単核球と K562 細胞を 50/1 の混合比で、5％ CO2、37℃条件下で 4 時間の共培養を行い、障害を受
けた K562 細胞から放出される培養上清中の放射線量をガンマ線カウンターで計測し、NK 細胞活性値とした（図 2）。

高齢者の黒酵母β‐グルカン摂取による効果
　今回の試験では、高齢者の定義を 70 歳以上とした。被験者 46 名に対する NK 細胞活性の平均値は、前値が 35.5±3.25

（± S.E.）％、1 ヶ月後 36.9 ± 3.15％（p=0.388; VS 前値）、2 ヶ月後 38.7±2.96％（p=0.052）、3 ヶ月後 42.6±3.34％（p=0.002）
と、摂取期間に依存して NK 細胞活性の上昇が認められた（図 3a）。これまでに行った健常人での NK 細胞活性の推
移と比較すると、高齢者では NK 細胞活性上昇が緩やかな傾向にあった。これは、高齢者は加齢とともに免役系の反
応性が低下しているため、NK 細胞活性の上昇が緩やかであったと推察している。
　　高齢者は若年者と比較して、一般的に免疫力が低下している。そのため感染症に罹患しやすく、罹患した場合に
は重篤化するリスクが高い。高齢者が罹患しやすい感染症には、インフルエンザや感染性胃腸炎 ( ノロウイルス、ロ
タウィルス ) などが挙げられるが、これらの感染症には免疫力、特に細胞性免疫を賦活することで罹患率の低下、罹
患した場合の予後の改善が期待される。黒酵母β‐グルカンの経口摂取による細胞性免疫の活性化は、高齢者の感染
症予防の一助となり得る可能性を有している。
　

担癌患者の黒酵母β‐グルカン摂取による効果
　本研究における担がん患者の定義は、これまでにがんの診断歴がある方とし、介入試験開始時のがんの有無は絶対
条件とはしなかった。被験者 35 名に対する NK 細胞活性の平均値は、前値が 32.8±2.85（±S.E.）％、1 ヶ月後 36.9±2.75％

（p=0.045; VS 前値）、2 ヶ月後 37.3±2.63％（p=0.052）、3 ヶ月後 37.1±2.82％（p=0.037）と、摂取 1 ヶ月後目にはプラトー
に達していた（図 3b）。担がん患者は、細胞性免疫能が抑制あるいは低下していることが報告されているが、そのメ
カニズムについては未だ明確な解答が得られていない。近年、Helper T cell の機能分担つまり、Th1、Th2 のアンバ
ランスが細胞性免疫の低下に大きく関与していると言われている。黒酵母 β‐グルカンの経口摂取に伴う NK 細胞活
性の上昇は、被験者の細胞性免疫が賦活していることを示唆している。以上のことから、担がん患者が黒酵母 β‐グ
ルカンを経口摂取することは、担がん患者の免役系を Th1 つまり細胞性免疫が有意な状態に誘導できる可能性を有し、
その結果、がん治療やがん再発予防の一助になり得る可能性が示唆される。

細胞膜破壊 

51CrO4 

培養（4時間） 

γ 線カウンターで測定 

細胞傷害活性（%）＝ 
各実験遊離 (cpm) – 自然遊離 (cpm) 
最大遊離 (cpm) – 自然遊離 (cpm) 

×100 

K562細胞 

黒酵母β ‐グルカン 

1包 15ml入り 

採血 

機能細胞 
(ヒト末梢血由来単核球) 

標的細胞(K562) 

   
 
    ・健常人ボランティア 
  
    ・摂取：黒酵母β ‐グルカン：1日3回３ヶ月間 

機能細胞； 末梢血由来単核球 
標的細胞； K562細胞 

E：T=50：1 

図２



45産学官連携部門

a.・高齢者のNK細胞活性の推移　　　　　　・b. 担がん患者のNK細胞活性の推移

今後の展開
　我々はこれまで、黒酵母β‐グルカンの評価を NK 細胞の活性化を指標に用いてきた。今後の課題は、黒酵母 β‐
グルカン摂取によって NK 細胞が活性化された結果、具体的に摂取者にどのようなメリットがあるかの証明である。
細胞性免疫が活性化することで、インフルエンザなどの感染症予防の一助となることは仮説として容易に想定される。
このことを証明するため、県内のある老人病院の御協力をいただきながら、1 年以上の長期間での介入試験を実施す
る計画である。
　また成果の一部を、平成 24 年 2 月に金沢で行われた『第 28 回日本静脈経腸栄養学会学術集会』で『黒酵母 β- グ
ルカン経口摂取による高齢者並びに担がん患者に対するＮＫ活性への影響』という演題名で発表した。発表は今回の
プロジェクトの参加企業の一つである ( 株 ) 高南メディカルから我々の教室に研究員として派遣され、研究の中心的
な役割を担った宮本美緒氏が研究グループの代表として行った。この発表内容が評価され、平成 25 年日本静脈経腸
栄養学会フェローシップ賞受賞の栄誉に輝いた。受賞に伴い、平成 26 年 2 月 27 ～ 28 日に開催される、第 29 回日本
静脈経腸栄養学会学術集会で表彰式と受賞講演が行われる。また、2016 年の国際静脈経腸栄養学会学術集会への投稿
も義務付けられている。
　学術的評価のみならず、商業ベースでの黒酵母 β‐グルカン含有商品の実用化も急速に進展している。機能性素材
の開発にノウハウのある、在阪の製薬会社の協力を得ながら、黒酵母 β‐グルカンの弱点を克服した商品の開発が進
んでいる。黒酵母β‐グルカンの弱点とはその食味と独特な香りにある。さらに、常に安定した機能性を発揮させる
ことも難しい点である。これらの点を、製薬会社の協力で克服し、改良品の完成後には、ヒト介入試験を実施する計
画である。介入試験で効果が確認された段階で、高知県内企業から全国展開させる計画になっている。またすでに、
完成品は県内のある私立病院で入院患者を対象として導入が内定している。さらに将来的には、前述の製薬会社が独
自に技術を有する、黒酵母β‐グルカンとは作用機序の異なる他の多糖類と併用することで、機能性をさらに発展さ
せる計画が始まっている。この計画については、今年度から、細胞および動物レベルの基礎研究に着手している。

最後に
　以上のように、我々は黒酵母β‐グルカンの研究を行ってきた。我々の研究結果を、いくつかの県内外の企業が評
価してくださり、黒酵母β‐グルカン商品の上市も視野に入ってきた。黒酵母 β‐グルカンの含有食品群の完成で、
摂取する人々の健康維持に貢献することは勿論、高知県発の新規地場産業として発展する可能性までもが現実となり
つつある。10 年前の黒酵母β‐グルカン研究に着手したころには、現在の到達点は予想だにしなかった。ここまで
来られたのは、我々の力だけではなく、研究に御協力頂いた土佐市民病院内科外来の小松郁子師長ら土佐市の方々、

（株）高南メディカルの宮原五彦社長、岡田悟志氏、（株）ソフィの谷脇千穂氏ら、協力県内企業の方々の御尽力によ
るものが大きかったことを申し述べる。さらに、研究の初期段階から貴重な御助言を頂いた、本学国際・地域連携セ
ンター産学官連携部門長の石塚悟史准教授には感謝の念に堪えません。
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