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要 旨
健常人(15名 )|こおけるβ_1,3-1,6 glucan(BG)特 異抗体と免疫バイォマーカーの血清レベルを自主開発し

た肇素抗体法イenZyme illlmunOassay:EIA)を 用いて検討 した。その結果、健常人血清中には BG特異
IgG、 IgA2お よび IgMが恒常的に存在することが分かった。次に、BG特異抗体と免疫バイォマーカーとの
相関性を検討 したところ、BG特異 IgMは血清総 IgMと 強い相関(r=0914、 Pくoool)を 示した。また、BG
特異 IgGは 可溶性 CD44(sCD44)と 有意な相関(r=0611、 P=0015)を示 し、BG特異 IgA2は IL-6と 有意な
相関(r=0588、 P=0021)を 示した。さらに、BG特異 IgG、 IgA2お よび IgMと IL■ 2と の相関は有意傾向
(r=0449、 P=0081i r=0.429、 P=oЮ 92;r=0473、 P=OЮ70)を 各々示 した。以上の結果は、BG特異 IgG、
IgA2お よび IgMが生体恒常性維持のための免疫応答に密接に関与することを示唆 している。

キーワー ド:BG特異抗体、バイォマーカー、インターロイキン 6、 インターロイキン 12、 可溶性 CD44
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健常被験者における 阿,3-1,6グルカン特異抗体および免疫バイオマーカーの血

清中濃度

要 約

本臨床試験では、健常被験者 15例 を対象として、独自に開発した酵素結合免

疫測定法 (EIA)を用い、血清中β-1,3-1,6グルカン (BG)特異抗体 (IgG,IgA2,

IgM)濃度のほか、血清総免疫グロブリン (IgG,聴A,IgM)、 インターロイキン_6

(IL-6)、 IL‐ 12お よび可溶型 CD44(sCD44)と いった免疫バイオマーカーの末

梢血 (PB)中濃度 を検査 した。 これ によって、健常被験者で も血清 中に一貫 し

て、BG特異的な IgG、 聴A2および IgMが含 まれてお り、 このよ うな抗体の力

価 には大 きな個人差があることがわかった。しか し、BG特異 IgMの血清力価 は、

血清総 IgM力価 と有意に強 く相関 していた (r=0.914,P<0.001)。 また、BG特
異 IgGの 血清力価 は、血清中 sCD44濃度 と有意に相関 してお り (r=0.611,P=
0.015)、 BG特異 IgA2の血清力価は血清 中 IL-6濃度 と有意 に相関 していた (r=
0.588,P=0.021)。 さらに、BG特異的な IgG、 lgA2お よび IgMの血清力価 には、

血清 中 IL-12濃度 と相関す る傾向がみ られた (それぞれ、r=0.449,P=0.081;r=

0.429,P=0.092;r=0.473,P=0.070)。 以上の所見をま とめると、正常なヒ ト血清

には生来かつ一貫 して、BG特異的な IgG、 IgA2お よび IgMが含 まれていると

言 える。このよ うな BG特異抗体の力価 は一部の免疫バイオマーカーの血清 中濃

度 と相 関 してい るため、生体が正常な健康状態 を維持す るための さまざまな免

疫応答 と密接に関係 していると推定 され る。

キー ワー ド lβ-1,3-1,6グルカ ン特異抗体 、バイオマーカー、IL… 6、 IL-12、 sCD4

β―グルカンは主として、一部のキノコおよび黒色酵母のような微生物の抽出物

にみられ、独特の免疫学的活性を有している 1,2)。

β_グルカンは、癌細胞に対す

る細胞傷害活性を発揮し 3)、 同時にインターロイキンー2(IL-2)、 IL-6、 IL-12、

インターフェロン‐γ(IFN‐γ)お よび腫瘍壊死因子―α(TNF―α)の産生を活性化す

ることが明らかにされてきた 4)。 これらの所見は、β‐グルカンが、リンパ球、単

球、マクロファージ、顆粒球およびナチュラルキラー (NK)細胞活性化の根底

にある免疫系を増強することを示している 5)。 _般に、β―グルカンの抗癌活性は、

化学的抗癌剤のように癌細胞に対する直接的な作用に起因するものではないが、

緒言
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たとえば生体応答修飾物質 (BRM)と して作用することによって、宿主の免疫
学的増強に左右 される

3)。 _方
、数件の試験から、デクチンー1が β―グルカン受

容体である可能性を示唆するエビデンスが得 られた
6)。

われわれは、最新の培養技術を用いて黒色酵母 ん rθοらαs′グル
“

″ァ′′ノαηs“
″脇′α73sノ AFO-202株 により産生された β-1,3-1,6グ ルカンを精製する方法を確
立して成功を収め、ヒト単球様細胞系 U937お よびヒト末梢血単核細胞 (PBMC)
を用いて jη 嗜′っで、このβ-1,3‐ 1,6グルカンの免疫学的活性を検討した 1)。

最近、ヒトおよび動物の血清中に一貫して、β―グルカン特異抗体が含まれてい
ることが報告された 7,8)。 しかし、生体においてこれらの抗体が果たす免疫学的
役割、特に、さまざまなサイ トカインおよび可溶型分子 (CD抗原)の ような免
疫バイオマーカーと β_グルカン特異抗原との関係は、これまで検討されてこな
かった。

本臨床試験では、健常被験者 15例 を対象として、当試験室で独自に開発した
酵素結合免疫測定法 (EIA)を用い、β-1,3-1,6グルカン (BG)特異抗体 (IgG,IgA2,
IgM)の血清中濃度のほか、血清総免疫グロブリン (IgG,IgA,IgM)、 インター
ロイキン‐6(IL-6)、 IL‐ 12お よび可溶型 CD44(sCD44)と いった免疫バイオマ

ーカーの末梢血 (PB)中濃度 を検査 した。

材料と方法

β…1,3‐ 1,6グルカンは、SOphy cO.(高 知県、高知市)が最新の生物学的培養法
お よ び 調 製 法 を 用 い て 、 AurCObaSidium pullulans(A.pullulans)AFO… 202株 か ら

合成 したものであり、現在健康補助食品として市販されている。本試験では、
Sophy Co.に よって、上記の精製 β…1,3-1,6グルカンが本試験用に快く提供された。
イ ンター ロイキン_6(IL-6)、 IL-12(p35+p40)お よび可溶型 CD44(sCD44)の
血 中濃度 を測定す る酵素結合免疫測定法 (EIA)キ ッ トは、Diaclone labOratOHcs Co.

(米 国)か ら購入 した。ホースラデ ィッシュペルオキシダーゼ (HRPOD)‐結合

ウサギ抗 ヒ トIgG、 HRPOD―結合 ウサギ抗 ヒ トIgMお よび HRPOD―結合マ ウス抗

ヒ トIgA2モ ノクローナル抗体 (mAb)は、MBL Co.(名 古屋)か ら購入 した。

試薬

,

倫理的声明
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治験実施計画書は、九州保健福祉大学および近森病院の治験審査委員会 (IRB)

によって承認 され、IRB番号はそれぞれ、15-048お よび 161で あった。検体提

供者全員から、この試験に組み入れる前にインフォーム ドコンセン トを得た。

血液検体および血清検体の処理

近森病院 (高知県、高知市)で、健常被験者 15例 (男性 5例、年齢 38.2± 9.5

歳 ;女性 10例 、年齢 28.7± 5.2歳 )の血液検体を採取 した。血清検体は、標準

的な方法を用いて調製 し、使用するまで‐80°Cで保管 した。

血清中 卜1,3-1,6グルカン特異抗体の測定

Ehプ レー ト (sumitOmO cO.,東 京)は、4°Cで 24時間、炭酸塩―重炭酸塩緩

衝液 (0.010 M NaC03,0・ 035 M NaHC03,pH9・ 6)中 で精製 した β-1,3-1,6グ ルカ ン

(BG)lμノmLで 被覆 した。 ウェルは、 リン酸緩衝食塩液 (PBS)含有 0,05%

Tween-20(PBST)を 用いて 4回洗浄 し、PBST含有 2%BSA(BSA―PBST)を用

いて室温で 60分間遮断 した。その後、PBSTで ウェル を 3回洗浄 した。次に、

各 ウェルに血清 (0■ %BSA‐PBSTを用いて、IgG用 は 1,000倍 に希釈、IgA2用

は 50倍 に希釈、IgM用 は 500倍に希釈 ;50 μL)を加 えたのち、室温で 60分、

プ レー トを振盪培養 した。 さらに、PBSTで ウェル を 5回洗浄 したのち、各 ウェ

ルに HRPOD―結合 ウサギ抗 ヒ トIgG、 HRPOD―結合マ ウス抗 ヒ トIgA2 mAbま た

は HRPOD―結合 ウサギ抗 ヒ トIgM(そ れぞれ、0.1%BSA―PBSTを用いて 5,000

倍 に希釈 :50 μL)を添加 し、室温で 60分、プ レー トを振盪培養 した。次に、

PBSTで ウェル を 10回洗浄 したのち、各 ウェルに基質‐色原体 (TMB;Cosmo Bio
Co.:50 μL)を添加 し、室温で 20分、軽 く振盪 しなが ら培養 した。 0.5M―HCI

(50 μL)を添加 して反応 を止 めた ところ、マルチチャンネル EIA_マイクロプ レ

ー トリー ダー (TOSHO Co.)を 用 いて読み取 った吸光度 (O.D.)は 450 nmで あ

つた。 この実験 を 5回繰 り返 した。 特異度お よび精密度 は、以前記載 してい る

ように当試験室で確立された精製ウサギ抗―β-1,3-1,6グルカン特異 IgGを 用いた

ブロックテス トによって、確認した 8)。

血清中に含まれる IL-6、 IL‐12お よび sCD44の測定

血清検体 中に含まれ る IL-6、 IL-12お よび sCD44の 測定はそれぞれ、IL‐6検出

_ヽ



用 EIAキ ッ ト、IL-12検 出用キッ トおよび sCD44検 出用キッ トを用いて実施 し

た。各測定は 3回繰 り返 した。

血清中に含まれる総 IgG、 IgAお よび IgMの測定

検体中に含まれる総 IgG、 IgAお よび LMの測定は、Spccial Rebence Laboratory

(SRL)に 外部委託 した。各実験は 3回繰 り返 した。

統計解析

デー タは平均値 土標準偏差 (SD)と して表 した。BG特異抗体 (IgG,IgA2,IgM)

の血清力価 と総免疫 グロブ リン (IgG,IgA,IgM)、 IL-6、 IL-12お よび sCD44の血

清 中濃度 との相 関に関す る統計解析は、 ピア ソンの相 関係数 による検定に よっ

て実施 した。P<0.05と なる差があれば、統計的有意性 を示す と考 えた。

結果および考察

まず、健常被験者 15例 を対象 として、独 自に開発 した酵素結合免疫測定法 (EIA)

を用い、BG特異的な IgG、 IgA2お よび IgMの血清力価 を検査 した。図 1に示

しているよ うに、健常被験者 の血清 中に含まれ る BG特異的な IgG、 IgA2お よ

び IgMは 、力価 に大 きな個人差があることが一貫 して明 らかになった。血清検

体では、BG特異 IgG(δOD:0.81■ 0.51)お よび BG特異 IgM(δ OD10.67■ 0.50)

の力価が高 く、BG特異 IgA2(δ OD iO.09± 0.07)の 力価が低かった (図 1)。

次に、BG特異的な IgG、 IgA2お よび IgMの血清力価 と血清総免疫 グロブ リ

ン (IgG,IgA,IgM)、 IL-6、 IL-12お よび sCD44と いつた免疫バイオマーカーの末

梢血 (PB)中濃度 との相 関を検討 した。図 2は、BG特異 IgMの血清力価が、

血清総 IgM力価 と強 く有意 に相関 していたことを示 している (r=0.914,Pく

o.ool)。 また、BG特異 IgGの血清力価は sCD44の血清 中濃度 と有意 に相 関 して

お り (r=0.611,P=0.015)(図 3)、 BG特異 LA2の血清力価は IL-6の血清 中濃

度 と有意に相関 していた (r=0.588,P=0.021)(図 4)。 さらに、BG特異的な IgG、

IgA2お よび IgMの血清力価 には、IL‐ 12の血清 中濃度 と相関す る傾 向がみ られ

た (そ れぞれ、r=0.449,P=0.081;r=0.429,P=0.092;I=0.473,P=0.07o)(図

5)。

IgMが 初回抗原曝露に対す る免疫応答の一部 として現れ る最初の抗体である

t
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ことは周知の事実である。本試験では、BG特異 IgMの血清力価は血清総 IgM

力価 と強 く有意に相関 していたため、BG特異 IgMは健康状態を維持するための

免疫応答にも重要な役割を果たすのではないかと推定される。

IL-6は 、Tリ ンパ球、Bリ ンパ球、単球、線維芽細胞、内皮細胞などによって

産生 されるサイ トカインであり、 自然免疫応答にも獲得免疫応答にも重要な役

割を果たし、特に Bリ ンパ球の増殖および成熟を調節 して抗体を産生する
9)。

BG特異 IgA2の 血清力価は IL-6の血清中濃度 と有意に相関 していたため、粘膜

系および腸管免疫系において BG特異 IgA2が IL-6活性下で IgA抗体産生に影響

を及ぼす可能性が高い。

CD44(分子量約 80-kDa)は 、 リンパ球、マクロファージ、顆粒球、線維芽細

胞、内皮細胞、ナチュラルキラー (NK)細胞などに発現する。特に、IFN‐γ産

生、タンパク質チロシンキナーゼ (PTK)リ ン酸化によってメディエー トされる

活性化細胞表面抗原発現および細胞内 Ca2+流出の根底にある NK細胞および リ

ンホカイン活性化キラー細胞 (LAK)に よる機能を刺激するのに重要な役割を

果たす
10'H)。

その一方で、CD44には 3種類 (CD44H,CD44E,sCD44)あ り、そ

れぞれ生物学的機能が異なる。血清中の sCD44濃度は、免疫学的活性に伴い増

大することが報告 されてきた。BG特異 IgGの血清力価は sCD44の血清中濃度

と有意に相関 していたため、BG特異 IgGは NK細胞および LAK細胞の機能 と

関係 していると思われる。

IL‐ 12は、樹状細胞 (DC)、 マクロファージおよび好中球が抗原刺激に反応す

ることで産生 されるサイ トカインである。NK細胞および細胞傷害性 Tリ ンパ球

(CTL)の 活性に重要な役割を果た し、IFN‐γ産生を伴 うNK細胞および CTLに

よる細胞傷害活性の増強を直接メディエー トする
12)。 BG特異的な IgG、 IgA2

および IgMの血清力価には、IL-12の 血清中濃度 と相関する傾向がみ られたため、

BG特異抗体も免疫系での NK細胞および CTLに よる機能を間接的に調節する

と推定 される。

われわれは、健常被験者を対象 として、BG特異抗体 (IgG,IgA2,IgM)の 血

清力価を検査 した。BG特異抗体の血清力価 とさまざまなバイオマーカーの血清

中濃度 との間に相関があるとい う所見が得 られ、このことか らBG特異抗体が免

疫系の調節に関与 している可能性が強 く示唆 される。健常被験者の血清中で BG

特異抗体が果たす免疫学的役割の根底にある詳細な機序は、現時点では明らか

にされていない。

腸内細菌叢がこのような抗体の産生に影響を及ぼす可能性がある。BG特異抗

体の血清力価 と免疫バイオマーカ~の血清中濃度 との関係に基づけば、健康補

助食品 として BGを摂取すると、BG特異抗体が生体応答修飾物質 (B騨の とし

て体内で免疫系をさらに効果的に調節す るのではないか と考えられる。今後解

析を重ねていき、細胞 レベルおよび分子 レベルでみ られる BG特異抗体の詳細な
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産生機序のほか、これ らの抗体が健常被験者の血清中で呆たす免疫学的役割を
検討する必要がある。
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図の説 明

図 1.健常被験者 15例の血清 中に含 まれ る BG特異的な IgG、 IgA2お よび IgM
の測定。独 自に開発 した EIAシステムを用いて測定を実施 した (詳細について

は 「材料 と方法」 を参照 )。 各測定は 4回繰 り返 した

図 2.健常被験者 (n=15)を対象 とした BG特異抗体 (IgG,IgA2,IgM)の血清

力価 と血清総免疫 グロブ リン (IgG,IgA,IgM)力 価 との相関に関する解析。A:
健常被験者全例にみ られる BG特異 IgGの血清力価 と血清総 IgG力価 との相関

(I=0.124,P=0.639)。 B:健常被験者全例にみ られる BG特異 IgA2の血清力価

と血清総 IgA力価 との相関 (r=0.347,P=0.205)。 Ci健常被験者全例にみ られ

る BG特異 IgMの血清力価 と血清総 IgM力 価 との相関 (r=0,914,P<0.001)。

図 3.健常被験者 (n=15)にみ られ る BG特異抗体 (IgG,IgA2,IgM)の血清力

価 と IL-6の血清 中濃度 との相関に関する解析。A:健常被験者全例にみ られ る

BG特異 IgGの 血清力価 と IL-6の血清 中濃度 との相関 (r=0.370,P=0.174)。 B:
健常被験者全例 にみ られ るBG特異 IgA2の 血清力価 と IL-6の 血清 中濃度 との相

胃 (r=0.588,P=0.021)。 C:健常被験者全例にみ られ る BG特異 IgMの血清力

[と IL-6の血清 中濃度 との相関 (r=0.233,P=0.403)。

図 4.健常被験者 (n=15)にみ られ る BG特異抗体 (IgG,IgA2,IgM)の血清力
′≡三 sCD44の血清 中濃度 との相関に関す る解析。A:健常被験者全例にみ られ
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るBG特異 IgGの 血清力価 とsCD44の血清中濃度 との相関 (r=0.611,P=0.015)。

B:健常被験者全例にみ られる BG特異 IgA2の 血清力価 と sCD44の 血清中濃度

との相関 (r=0.075,P=0。 790)。 C:健常被験者全例にみ られるBG特異 IgMの
皿清力価 と sCD44の 血清中濃度 との相関 (r=0.050,P=0.858)。

図 5。 健常被験者 (n=15)にみ られるBG特異抗体 (IgG,IgA2,IgM)の血清力

価 と IL-12の 血清中濃度 との相関に関する解析。A:健常被験者全例にみ られる

BG特異 IgGの血清力価 と IL-12の血清中濃度 との相関 (r=0.449,P=0.081)。 B:

健常被験者全例にみ られる BG特異 聴A2の血清力価 と IL‐ 12の 血清中濃度 との

相関 (r=0.429,P=0.092)。 Ci健常被験者全例にみ られる BG特異 IgMの血清

力価 と IL-12の血清中濃度 との相関 (r=473,P=0.070)。
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