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１）

はじめに
生体内には複数の免疫細胞が存在
するが、NK細胞はリンパ球系の免
疫細胞の一つで、体内に侵入してき
たウィルスや細菌などに対し、アポ
トーシスを起こさせたり、インター
フェロンを産生してウィルスの増殖
を阻害したりする能力が知られてい
１）

る 。

１）

２）

SUMMARY
本試験では50歳～80歳までの被験者10人を対象として、シャ
ンピニオンエキス200mg配合ゼリーを1日2本摂取させ、NK細
胞活性増強作用と血中アンモニア濃度の低下作用を検討した。そ
の結果、シャンピニオンエキス摂取前に比べ摂取1カ月後では、
NK細胞活性の有意な増加と血中アンモニア濃度の有意な減少が
認められた。このことにより、シャンピニオンエキスの摂取によ
る血中アンモニア濃度の減少は、NK細胞活性を増強させる可能
性があることが示唆された。

私たちの体の様々な機能は加齢に
よって低下する。同じようにNK細

により糞便中のアンモニア濃度の減

る例は本試験の除外対象とした。

８）

胞の活性も加齢によって低下するた

少が認められている 。これらの結

め免疫力が低下し、ウィルスや菌へ

果からシャンピニオンエキスには、

の抵抗力が低下し病気などにかかり

血中アンモニアや腸内アンモニアの

試験飲料は株式会社 リコム社製の

減少作用があることが示唆される。

シャンピニオンエキス粉末
（BX100F-

１）

やすくなると言われている 。
免疫力を高めるために食品成分の
２）

３）

乳タンパク質 、米麴 、ヨーグル
４）

５）

一方、血中アンモニアは免疫細
胞の活性を阻害することが知られて
９）

2）試験飲料および摂取方法

PD）200mgを配合したゼリー飲料１
本160mLを用いた。

ト 、黒酢 を用いた研究が試みら

いる 。本試験は、シャンピニオン

摂取方法は、各被験者はシャンピ

れ体の免疫力を高める効果が確認さ

エキスの血中アンモニア減少作用を

ニオンエキス配合ゼリーを１日朝晩

れている。

介してNK細胞活性作用を評価し、

２本を１カ月継続摂取した。

本試験で用いた食品成分のシャン
ピニオンエキスは、古くから世界的
に食されているマッシュルーム（標
準和名：ツクリタケ、学名：Agari-

cus bisporus）の子実体を原料にした
機能性食品である。
これまでに実施されたヒト臨床試
験から、シャンピニオンエキスの摂
取により、血中アンモニアの減少作
６）
用 、腸内腐敗産物のアンモニアの
７）
減少作用が認められている 。
動物実験では、乳用子牛にシャン
ピニオンエキスを経口投与すること

シャンピニオンエキスの免疫賦活作
用を検討した。
1．試験方法
1）被験者の選択と除外基準
対象となる被験者は、札幌市内の
老人保健施設に入居の50歳～80歳ま
での中・高齢者10人を選抜し、本試
験の被験者とした。なお、
（１）免疫抑
制剤使用例、
（２）慢性関節、リュウマ
チなど自己免疫疾患が疑われる例、
（３）腎臓病のある例、
（４）肝臓病のあ

3）検査方法および検査項目
試験飲料の摂取開始前１回、摂取
開始１カ月後１回、各被験者から血
液12mLを採取し、血中アンモニア
濃度とNK細胞活性を測定した。
2．検査項目
1）血中アンモニア濃度
アンモニア濃度測定用に１mLを
除タンパク液４mL含有の採血管へ
分注し、奥田－藤井の「血中アンモ
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ニア直接比色定量法」の改良変法

10）

に基づいて血中アンモニア濃度を測

性の割合は（測定値－自発活性値）/

た個人のNK細胞活性の変化および

（最大値－自発活性値）×100の式を

平均値を図１に示した。NK細胞活

定した。

用いて計算した。

性は被験者全員が摂取前に比べ摂取
１カ月後に増加を示し、平均値では

3．統計解析

2）NK細胞活性

摂取前の26.55％から摂取１カ月後

被験者から採取した血液から遠心

血中アンモニア濃度および細胞

分離により単核細胞を集め、細胞濃

活性値については、正規性の検定結

度を調製し、細胞の生存率を95％

果、両者のデータ分布が正規分布と

以上に確保した。次に、標的細胞と

みなされることから、
「対応のあるｔ

して濃度を調製した白血病細胞の

検定」を使用して統計解析を行った。

K562細胞株を用い、４時間クロミ

すべての統計処理は５％を有意水準

エキス摂取前と摂取１カ月後を比較

ウム法でNK細胞活性を測定した。

とした。

した血中アンモニア濃度の個人の数

100µLのPBS（リン酸緩衝生理食塩

4．結

水）とK562細胞を50：１の割合で96
穴のマイクロプレートの中で混合
し、５％CO2 含有空気中、37℃４時

の40.92％と有意な増加が認められた
（P＜0.01）。
2）血中アンモニア濃度の分析結果
被験者10人によるシャンピニオン

値、平均値および標準偏差を表２に、

果

また個人の血中アンモニア濃度の変
化および平均値を図２に示した。血

1）NK細胞活性の分析結果

中アンモニア濃度は被験者の９割が

間の保温後、上清を集めて放射活性

被験者10人によるシャンピニオン

摂取前に比べ摂取１カ月後に減少を

をガンマカウンターで測定した。す

エキス摂取前と摂取１カ月後を比較

示し、平均値では摂取前の131.5µg/

べての分析はｎ＝３で行い、活性値

したNK細胞活性（%）の個人の数値、

dLから摂取後の107.7µg/dLと有意

は平均値として計算した。細胞傷害

平均値および標準偏差を表１に、ま

な減少が示された（P＜0.01）。

NK細胞活性の変化
摂取前
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シャンピニオンエキス摂取前後のNK細胞活性の変化
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シャンピニオンエキス摂取前後の血中アンモニア濃度の変化
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