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はじめに
β-グルカンは、糖の成分が高分子結合した物質であり、免疫力向上作用や、抗腫瘍作用、コレス
テロール低減作用、抗ウイルス作用、白血球増加作用等、数多くの有効な生理的作用を有しているこ
とが報告されており、近年においては、健康食品や医薬品として注目を浴びている。
アルプロン製薬株式会社は、
独自の精製方法で高純度のβ-グルカンをパン酵母から高純度に精製す
ることに成功した。その方法は、まず水を電気分解して得られるアルカリ性電解水の存在下、自己消
化処理と共に、アルカリ性プロテアーゼを用いて酸素処理する。次に、その酸素処理されたものを、
ｐH が１１以上、酸化還元電位が-800 mV よりも低い強アルカリ性電解水にて洗浄し、更に、得られた
洗浄処理物を、希酸水溶液にて接触、処理することにより、高純度のβ-グルカンを得る (特願
2006-166737)。この方法によりβ-グルカンを精製することで、既存のβ-グルカン精製方法より純度
の高いβ-グルカンを精製することが可能となった。
高純度のβ-グルカンにおいては既存のβ-グルカンよりも強いかつ新しい生理活性効果が期待され、
高純度のβ-グルカンの機能性食品及び医薬品のシーズとしての利用ができると考えられる。
本研究では、細胞レベルでの高純度β-グルカンの生理機能を評価するため、in vitro における腫
瘍壊死因子放出評価アッセイ、抗アレルギーアッセイ、糖吸収抑制アッセイの 3 種類のアッセイ(評価
法)を行なった結果を報告する。

1. 腫瘍壊死因子放出の
腫瘍壊死因子放出の効果について
効果について
ヒト由来単球性白血球細胞であるU937 とヒト由来肺がん細胞であるA549 を用いて腫瘍壊死因子放
出アッセイを行なった。透過性のある膜の上で培養した U937 細胞を分化誘導剤により分化させ、A549
が培養されている培養器の内側にインサートする(図 1)。6 日間共培養(Co-culture)したあと、分化
された U937 細胞から放出されたサイトカインの影響を評価した。
その評価方法としてサイトカインの
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（3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazolium Bromide）方法を用いて調べた。
その結果、β-グルカン濃度 1 ng、5 ng の処理において肺がん細胞である A549 細胞の生存率低下が
見られた (図 2)。特に、β-グルカン濃度依存的に A549 細胞の生存率が抑制され、β-グルカン濃度
5 mg においては 50 % 以上の抑制率を表した。
U937 細胞と A549 細胞の共培養でのβ-グルカン処理による A549 細胞の生存率の低下は、U937 細胞
から分泌された TNF-αなどの腫瘍壊死因子の影響によるものと考えられる。今後、TNF-αなどのサイ
トカインの定量を行うことによりそのメカニズムを明らかにして行きたい。

図 1 U937 細胞と A549 細胞も共培養

図 2 共培養でのβ-グルカン処理による A549 細胞の生存率

2. 抗アレルギー効果
アレルギー効果に
効果について
β-グルカンのアレルギーに対する予防・改善効果を評価するため、ラット由来の好塩基球細胞であ
る RBL 細胞を用いて抗アレルギーアッセイを行なった。Ⅰ型アレルギーのモデルを構築し、β-グルカ
ンがアレルギー反応を引き起こす原因物質である抗原と IgE 抗体の結合を阻害することにより、アレ
ルギー症状誘発物質であるヒスタミンなどの放出を抑える効果があるかを調べた (図 3)。
本アッセイ
においてはヒスタミンと一緒に放出されるβ-ヘキソサミニダーゼ酵素の活性阻害度を測定すること
により、アレルギー抑制効果を評価した。
その結果、β-グルカン濃度依存的にアレルギー発症を阻害することを見出した (図 4)。特に、βグルカン濃度５ ng においては 20 %ぐらいの阻害率を示し、50 ng において 25 %以上の著しい阻害率
を示した。

図3

アレルギー発症のメカニズム

Fig. 4 β-グルカンによる抗アレルギー効果
図 4 β-グルカンによる抗アレルギー抑制効果

3. 糖吸収抑制効果について
糖吸収抑制効果について
β-グルカンの生理機能性評価として、糖吸収抑制に関するアッセイを行なった。その評価方法と
して小腸の上皮細胞から分泌され、
ニ糖類を単糖類(グルコース)まで分解する酵素であるα-グルコシ

ダーゼに対するβ-グルカンの活性阻害効果を評価した。まず、ヒト腸管上皮細胞(Caco-2)を単層形成
による細胞分化により、分泌されるα-グルコシダーゼの活性がβ-グルカン処理により抑制されるか
分解されるグルコース量を測った。
そのα-グルコシダーゼにより分解されたグルコースの量は、グルコース CⅡ-テスト(Wako)を用い
て測定を行なった。
その結果、β-グルカン濃度 20μg において、非処理細胞(Cont.)と比べて 32%以上の抑制効果が見
られた (図 5)。

図 5 β-グルカンによる糖吸収抑制効果

おわりに
本研究においては、細胞レベルでの酵母由来の高純度β-グルカンのがん細胞増殖抑制効果、抗ア
レルギー効果、糖吸収抑制効果に関する 3 つの機能性評価を行なった。その結果、がん細胞増殖抑制
効果においては、β-グルカン濃度 1 ng、5 ng にて高い抑制活性が見られた。あと、抗アレルギー効
果においてはβ-グルカン濃度 5 ng、50 ng にて高い阻害活性が見られた。更に、糖吸収抑制効果にお
いては、β-グルカン濃度 20μg にて著しい抑制効果が見られた。効果があるβ-グルカンの濃度がそ

れぞれ違う原因は、細胞のβ-グルカンに対する感受性の違いによるものと考えられる。
今後さらに、動物実験レベルや分子レベルでの解析などが必要であると思われるが、以上のような
細胞レベル研究の結果から、
酵母由来の高純度のβ-グルカンは多様な生理活性機能を持っていると考
えられる。
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