
はじめに

免疫系は、病原体や有害物質など

の侵入を監視し、それら生体外異物

の無毒化と排除に働く生体防御シス

テムである。近年特に先進諸国でそ

の傾向が強まっている、不規則な生

活習慣（偏食、睡眠および運動不足

など）、ストレスの増大、飲酒・喫

煙および環境整備による感染リスク

の低下などは、基礎的な免疫力の低

下につながる要因となり得ると考え

られており１，２）、感染症やがんに対

する抵抗力の低下が懸念される。一

方、花粉症をはじめとするアレル

ギー疾患は逆に増加する傾向にあ

り、免疫機能のバランスを整えるこ

とが大切である３）。

食品成分の機能性研究から、免疫

調節機能を有する種々の食品成分が

見出されている。例えば、ポリフェ

ノール化合物やビタミンなどの抗酸

化物質は炎症の抑制や免疫老化の防

止に働き、多価不飽和脂肪酸は炎症

誘導因子の産生制御などを介して抗

アレルギー作用を発揮することが示

唆されている４－６）。また、乳酸菌など

のプロバイオティクスは、腸内細菌

叢の最適化を介して腸内環境を整え、

正常な免疫機能の維持に働く７，８）。さ

らに、ペクチン類やオリゴ糖、β-グ

ルカンなどの水溶性食物繊維は腸内

細菌叢の維持に働くと共に、腸管免

疫を活性化することで免疫増強に寄

与すると考えられている９－11）。本研究

では、海藻由来の水溶性食物繊維で

あるフコイダンに着目し、海藻類抽出

物（フコイダン）加工食品が免疫機能

に及ぼす影響とその安全性を評価す

ることを目的として、健常人を対象と

した小規模臨床試験を実施した。

1．粘膜免疫と分泌型IgAについて

免疫系による生体外異物の排除に

おいて主要な役割を担う因子は、B

リンパ球が産生する免疫グロブリン

（immunoglobulin, Ig）タンパク質で

あり、一般に抗体と呼ばれている。

抗体には、構造や機能の異なる５種

類のクラスがあり、それぞれ、IgA、

IgD、IgE、IgG、IgMと命名され

ている。IgMやIgGは血液中など主

に体内における異物の排除に働き、

IgEは寄生虫の排除やアレルギーの

発症に関与する抗体である12）。一方、

腸管、気道および口鼻腔など、病原

体やアレルゲンなどの生体外異物に

直接曝される器官には、それら外敵

の侵入を監視する特殊な粘膜免疫系

が常備されており、異物排除に働く

主要抗体はIgAである13）。IgAは、

消化酵素などによる分解を防ぐ保

護タンパク質が結合することによっ

て二量体構造をとり、分泌型IgA

（sIgA）として粘膜中に分泌される。

sIgAは、病原体やアレルゲンに結合

して毒性を中和し、粘膜への付着を

フコイダン含有食品の免疫増強作用および
安全性に関する小規模臨床試験
～口腔内粘膜免疫機能の改善について～

フコイダン含有食品の免疫増強作用および
安全性に関する小規模臨床試験
～口腔内粘膜免疫機能の改善について～

機能性研究レポート機能性研究レポート機能性研究レポート

宮﨑 義之 桐野 智美　山口 千仁
ゆきよしみや ざき みともきり の さとちやま ぐち

九州大学大学院農学研究院 株式会社ヴェントゥーノ

SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY

フコイダンは、褐藻類のヌメリを構成する一連の硫酸化多糖類
である。多くの基礎研究において免疫増強作用や抗アレルギー作
用を有することが報告されているが、臨床学的な知見はまだ少
ないのが現状である。口腔内粘膜免疫の指標として唾液中分泌
型IgA(sIgA)に着目し、15名の健常被験者を対象とする投与前
後比較試験を実施した結果、フコイダン含有食品であるフコイダ
ンミックス(250mg×4回／日)を4～12週間摂取することで、
sIgA分泌速度が事前検査値と比較して上昇する傾向が示された。
また、このフコイダンミックス摂取によるsIgA分泌速度の上昇
は、事前検査値がその平均より低い集団においてより強く観察さ
れた。さらに、40歳未満の被験者集団におけるsIgA分泌速度は、
フコイダンミックス摂取に伴って有意に上昇した。また、本試験
期間を通じて、身体的異常を示す所見は認められず、当該食品の
安全性が確認された。以上の結果から、フコイダンミックスが口
腔内粘膜免疫の増強に寄与する可能性が示され、口腔内や上気道
の病原体感染の予防およびアレルギー疾患の病態緩和への貢献が
期待された。
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阻止することで体内への侵入を未然

に防ぐ役割を担っており、口腔にお

いては、唾液中に分泌されたsIgA

が、上気道に感染するウイルスや口

腔内細菌などに対する免疫バリアと

して働いている14）。また、唾液は簡

便かつ非侵襲的に採取できることか

ら、唾液中sIgA産生量の測定は、健

常人を対象として免疫機能の状態を

経過観察するためのツールとして有

用である15）。

抗体は、粘膜固有層に存在する形

質細胞（最終成熟型B細胞）によって

産生される。骨髄で形成されたB細

胞は、脾臓や末梢リンパ組織におい

て生体外異物を認識して活性化する

ことで、各クラスの抗体を作る細胞

へと成熟するが、sIgAを産生する

形質細胞は、主に腸管、鼻咽頭およ

び気管支などの粘膜リンパ組織にお

いて誘導される16）。IgA産生B細胞

を含め粘膜面で活性化した免疫細胞

は、血流に乗って全身に拡がった後、

実効組織である腸管や唾液腺などの

粘膜固有層に帰巣（ホーミング）し、

異物の排除に働く17）。従って、粘膜

免疫を刺激する食品成分は、全身性

の免疫応答と局所粘膜における異物

排除の両者を亢進させることが期待

される18）。

2．フコイダンについて

フコイダンは、モズク、ワカメ、コ

ンブなどの褐藻類の表面にあるヌメリ

成分であり、硫酸化フコースを主要な

構成糖とする高分子多糖体の総称で

ある。フコイダンは、1913年スウェー

デンのウプサラ大学においてキリン

教授により発見され19）、その後、多く

の生物学および生理学的な研究がな

されてきた20）。その結果、難消化性

食物繊維の一種であるフコイダンは

様々な生理機能を有しており、一般

的な食物繊維にみられる血清脂質改

善作用の他、インフルエンザを含むウ

イルス増殖の阻害やがん細胞に対す

る致死作用などが明らかにされてい

る21－23）。また、免疫調節作用に関する

研究報告が数多くあり24－26）、免疫力

の増強やアレルギーの防止などの効

果が期待される食品成分である。

海藻は水分量が極めて多く、含

まれるフコイダンの量は、含有量が

多いとされるモズクやヒバマタ目海

藻、メカブ（ワカメの胞子葉部）でも

１％に満たないことから27）、海藻食

から効率的にフコイダンを摂取する

のは困難である。そのため、海藻抽

出物を分画・濃縮したサプリメント

やドリンクなどのフコイダン加工食

品が市販されている。また、フコイ

ダンの分子構造は一様ではなく、フ

コイダンを構成する糖や硫酸基の組

成および糖鎖の結合様式が褐藻の種

類ごとに違うため22，27，28）、由来に

応じて生理活性が異なることが推察

される。本試験では、オキナワモズ

ク由来フコイダンとメカブ由来フコ

イダンに加えて、免疫力低下を抑制

する働きが示唆されているアガリク

ス菌糸体エキス末を配合したフコイ

ダン含有食品であるフコイダンミッ

クス（株式会社ヴェントゥーノ）を被

験試料として、免疫増強作用および

安全性に関するオープン型検証試験

を実施した。

3．フコイダンミックスの唾液中
sIgA産生促進作用 　　

本試験では、60歳未満の健康な

成人を対象とし、2014年１月実施

の事前検査を受診した37名の候補

者から、唾液中sIgA分泌速度が低

めの15名（男性８名／女性７名、平

均年齢41.2±9.7歳、平均IgA分泌速

度174.8±47.4μg/min）を選択した。

被験者には、試験の目的と被験試料

の内容を開示した上で、250㎎のフ

コイダンミックスを封入したカプセ

ルを１日４回（毎食前と就寝前に１

錠ずつ）コップ１杯の水またはぬる

ま湯と共に摂取させた。フコイダン

ミックスの試験摂取は、2014年２月

に開始し、同年６月までの12週間

にわたって継続した。摂取開始から

４週目、８週目、12週目に唾液検査

（唾液中sIgA濃度、唾液分泌速度）、

リンパ球幼若化試験、NK細胞活性

測定を実施し、12週目には血液、尿

および理学検査も行い、各検査項目

について事前検査値と比較すること

で、免疫増強作用ならびに安全性を

評価した。なお、本試験は、ヘルシ

ンキ宣言の精神に則って常に被験者

の人権保護に配慮し、文部科学省お

よび厚生労働省告示の疫学研究に関

する倫理指針に従って実施された。

図１Aに、唾液中sIgAの測定結果
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［A］　全体平均値解析 

［B］　sIgA分泌速度にもとづく層別解析

［C］　被験者年齢にもとづく層別解析
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図1　唾液中sIgA分泌速度の推移
平均値±標準誤差
事前と比較した１標本 t検定（＊p＜0.05）
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を示す。唾液中のsIgA濃度は唾液

の分泌量による影響を受けるため、

sIgA濃度（μg/dL）に唾液分泌速度

（ｇ/min）を乗じたsIgA分泌速度（μｇ/

min）を指標として、唾液中へのsIgA

産生量を評価した。その結果、フコイ

ダンミックス摂取から８週目に一時的

なsIgA分泌速度低下が観察されたも

のの、４週目と12週目では上昇してい

る様子がみられた。いずれの値につい

ても統計学的に有意な変化は認められ

なかったが、全体的な傾向として、フ

コイダンミックス摂取によって唾液中

sIgA産生が高まることが示唆された。

続いて、事前検査における唾液中 

sIgA分泌速度の平均値（174.8μg/

min）および被験者の平均年齢（41.2

歳）に基づいて層別し、探索的なデー

タ解析を行った。その結果、sIgA

分泌速度の初期値が平均以上であっ

た被験者群においては、フコイダン

ミックスの摂取期間中、sIgA分泌

速度に有意な変動は認められなかっ

たが、平均値未満の被験者群では、

統計学的な有意差はないものの、フ

コイダンミックス摂取によって上

昇する傾向がより強く観察された

（図１B）。一方、年齢層別解析の結
果、40歳以上の被験者群では、フコ

イダンミックス摂取による有意な亢

進は観察されず、摂取８週目で有意

な低下を示したのに対して、40歳未

満の被験者群では、フコイダンミッ

クス摂取４週目においてsIgA分泌

速度の有意な上昇を認め、８週およ

び12週目においても上昇傾向が観察

された（図１C）。以上の層別解析の
結果から、フコイダンミックスの唾

液中sIgA産生に対する促進効果は、

sIgA産生能が低めの対象者および

40歳未満の比較的若年者層において

より強く発揮される可能性があるも

のと推察された。

一方、異物に対する免疫細胞の増

殖応答を検討したリンパ球幼若化試

験では、フコイダンミックス摂取に

よる増強効果は観察されず、コンカ

ナバリンA（ConA）刺激下での増殖

および刺激指数（Stimulation index, 

SI）はむしろ低下していた（表１）。
本試験では、事前検査における

ConA刺激下リンパ球幼若化反応の

平均値（52,053±8,143 cpm）が、臨

床検査基準値（34,400～62,300 cpm）

と比較して高めであったことから、

試験期間中の低下は平均への回帰に

より生じた可能性が考えられた。ま

た、フコイダンミックス摂取に伴う

唾液中sIgA分泌速度の上昇は、Bリ

ンパ球における増殖の促進よりも、

機能性（抗体産生能力）の向上によっ

てもたらされたものと推察された。

NK細胞活性については、全体平均

値でみる限り、フコイダンミックス

摂取による統計学的に有意な影響は

観察されなかった（表１）。

4．フコイダンミックスの安全性

本試験では、男性被験者１名で口

角切創および口内炎、女性被験者２

名でそれぞれ感冒症状の計４件の有

害事象が認められたが、症状はすべ

て軽度で、被験者の申告内容から試

験食品との関連性は無いと判断され

た。また、理学検査および血液検査

において、顕著な異常は観察されな

かった（表２）。その内、収縮期血
圧、赤血球数（RBC）、ヘモグロビン

量（Hb）、血小板数（PLT）、血中総

蛋白量（TP）およびクレアチニン量

（Cre）については、事前検査値と比

較して統計学的に有意な変動が認め

られたが、いずれも正常基準値の範

囲内であった。以上の結果から、本

試験の実施条件である１日あたり１

ｇの摂取において、フコイダンミッ

クスの安全性が確認された。

一方、塩分の過剰摂取や遺伝子の

変異によって加齢に伴い高血圧を呈

するラットを用いた動物モデル試験

において、各種海藻由来の多糖類や

オキナワモズク由来フコイダンの摂

表1　末梢血単核細胞の増殖および免疫機能に及ぼすフコイダンミックス摂取の影響

表2　フコイダンミックスの安全性評価

事前 ４週目 ８週目 12週目

 リンパ球幼若化 

　刺激なし （cpm）
　ConA刺激 （cpm）
　刺激指数 （SI）

248±111
52,053±8,143
249±108

213±84
45,226±5,675＊＊

235±75

202±54
42,314±6,018＊＊

221±59

208±46
39,674±6,798＊＊

198±53＊

 NK細胞活性 

　標的致死率 （％） 47.4±13.5 45.9±10.2 48.7±13.9 46.5±13.8

平均値±標準偏差（ｎ＝15）。
刺激指数（SI）は、ConA刺激時の値を刺激無しでの値で割った幼若化反応の強度指標。
p値は、事前と比較した１標本 t検定により算出（＊

p＜0.05，＊＊
p＜0.01）。

事前 12週目

 理学的検査 

  身長 （㎝）
  体重 （㎏）
  BMI （㎏/㎡）
  収縮期血圧 （㎜Hg）
  拡張期血圧 （㎜Hg）
  脈拍 （回/分）

167.5±11.3
60.9±10.3
21.5±1.5
121.1±12.9
75.5±9.7
69.8±9.7

―
60.5±10.3
21.4±1.5
116.2±11.1＊

72.7±8.7
68.2±8.3

 血液学的検査 

  WBC （/μL）
  RBC （x104/μL）
  Hb （ｇ/dL）
  Ht （％）
  PLT （x104/μL）

5,633±1,447
468±51
14.1±1.3
44.1±3.9
28.8±4.3

5,320±1,211
455±47＊

13.6±1.5＊

43.2±4.3
27.3±4.2＊

 血液生化学検査 

  AST （U/L）
  ALT （U/L）
  LDH （U/L）
  γ-GTP （U/L）
  ALP （U/L）
  T-Bil （㎎/dL）
  TP （ｇ/dL）
  Alb （ｇ/dL）
  Cre （㎎/dL）
  UN （㎎/dL）
  UA （㎎/dL）
  GLU （㎎/dL）
  TG （㎎/dL）
  TC （㎎/dL）
  HDL-C （㎎/dL）
  LDL-C （㎎/dL）
  Na （mEq/L）
  K （mEq/L）
  CL （mEq/L）

18.3±3.7
16.5±7.9
164.3±34.5
20.7±12.0
187.3±65.9
0.91±0.38
7.1±0.4
4.5±0.3
0.67±0.13
10.8±2.1
4.7±1.3
82.5±6.9
84.0±33.4
206.5±34.7
73.0±18.6
116.6±33.0
140.1±1.8
4.3±0.2

104.5±1.6

16.9±3.6
13.9±5.4
155.0±30.7
17.9±8.4
182.9±68.6
0.87±0.32
6.9±0.3＊

4.5±0.2
0.70±0.14＊＊

10.9±3.0
4.7±1.5
84.7±6.1
77.1±28.9
204.9±36.1
72.1±18.1
115.9±33.0
139.9±1.6
4.3±0.3

105.0±2.3

平均値±標準偏差（ｎ＝15）。
p値は、事前と比較した１標本 t 検定により算出
（＊
p＜0.05，＊＊

p＜0.01）。
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取が血圧上昇の抑制に寄与すること

が報告されている29，30）。動物試験の

結果を直接人間の事例に適用するこ

とは出来ないが、今回の試験におい

てフコイダンミックスの摂取に伴う

血圧の低下が観察されており、当該

食品が血圧降下作用を有する可能性

に期待が持たれた。

おわりに

今回、20～50歳代の健常人を対

象としてフコイダンミックス投与試

験を実施した結果、フコイダンミッ

クスの摂取が口腔内におけるsIgA

産生の増強に寄与する可能性が示さ

れ、口腔および上気道感染に対する

抵抗性の向上および花粉症などのア

レルギー疾患発症の低減に貢献する

ことが期待された13，14，31）。

また、フコイダンミックス摂取

による唾液中sIgA産生の増大は、

sIgA分泌速度あるいは年齢が被験

者全体平均よりも低い層においてよ

り強く観察されたことから、フコイ

ダンミックスは特に40歳未満の比較

的若年者の免疫力向上に有効である

と推察された。しかし、食品機能性

成分の効果には、年齢の他に、生活

環境や食習慣など様々な要因が影響

を与えることが考えられる。また、

sIgAの分泌量は被験者がストレスに

曝されることで上下することが知ら

れており32）、さらに、今回数カ月に

わたった試験期間における季節的変

動もまた考慮すべきであると思われ

る。従って、そのような不確定要素

の反映を小さくし、より正確な機能

性評価をするためには、被験者数を

増やし、プラセボ（偽薬）摂取群を比

較対象とした二重盲検試験を実施す

る必要があると考えられる。

一方、フコイダンミックスに含ま

れる主要な機能性成分は難消化性の

食物繊維であり、体内へ吸収される

割合は極めて少ないが、腸管粘膜に

おいて免疫系の活性化に寄与するも

のと考えられる９－11）。そして、腸管

粘膜免疫組織において活性化されて

機能的に成熟した免疫細胞がホーミ

ング機構を介して口腔粘膜組織に移

行し、局所免疫機能（sIgA産生）の亢

進に至った可能性が考えられた33）。

今後、抗体やサイトカインなどの免

疫機能因子の血中濃度を測定するこ

とで、全身的な免疫機能に対するフ

コイダンミックスの有効作用を評価

すると共に、作用機構の更なる解析

を進めていく予定である。
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