
１．分娩前後の免疫反応

　哺乳類の母親と子供（胎児期を含む。）は分娩前

後にかけて，その免疫応答能が急激に変化しま

す。妊娠期の免疫応答は，胎児および母体の双方

が生理的に免疫反応を抑制する状態を保つこと，

すなわちお互いが「異物」と認識しないようなシ

ステムが成り立っていて，免疫学的拒否による流

産が起こるのを防いでいます。このような免疫学

的に「負」の状態を維持する物質は図 1のごとく

様々な物があります。たとえば，癌胎児性蛋白と

いわれ，肝癌などでその値が高くなるαフェトプ

ロテインも免疫抑制物質であることはよく知られ

ており，図 2に示すごとく，胎児期は高い値です

が，分娩に近づくにつれて減少していきます。つ

まり，免疫を抑制する物質が減少することで，分

娩後は徐々に免疫学的に「正」の反応が起こるよ

うに仕組まれているのです。しかしながら，これ

ら物質は分娩後，一挙に無になることはないの

で，一定期間，新生児は生理的な「負」の免疫応

答を持続します。このことが，新生児は病気に対

する抵抗力がないと言われる所以です。

　ブタも新生時期は免疫学的に未熟な状態です。

波岡・菅沼らは，新生子豚の抹消血リンパ球は，

リンパ球刺激物質である PWM（アメリカヤマゴ

ボウ）で刺激を行っても，行わなくても免疫グロ

ブリンの産生能は極めて低い状態であること（こ

の時，成豚抹消血リンパ球の無刺激の免疫グロブ

リン産生能も低い値ですが，PWMを加えて培養

された成豚抹消血リンパ球の免疫グロブリン産生

能は高い値を示しました。），成豚抹消血リンパ球
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図 1　胎児に対する母体の免疫学的拒否反応を抑制する因子
図 2　人胎児血清αフェトプロテインの消長

Abelev. G  Cancer Res. 14; 1971
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と新生子豚の抹消血リンパ球または新生子豚の T

リンパ球を混合して PWMで刺激すると，PWM

で刺激された成豚抹消血リンパ球の免疫グロブリ

ンの産生能に比べ，半分くらいの産生能を示した

ことから，新生子豚の Tリンパ球が抑制的に作用

して，Bリンパ球の抗体産生能を抑えていること

を明らかにしました（図 3）。また，同様に，新生

子豚と成豚の抹消血リンパ球をTリンパ球とBリ

ンパ球に分けて，それぞれの組み合わせによる混

合培養を行った結果からも，新生子豚の Bリンパ

球は，成豚のそれに比べて弱いながらも，抗体産

生能を有することと，新生子豚 Tリンパ球のサプ

レッサー活性が強いことを明らかにしました。

　ブタを含む有蹄類の胎盤は胎児のみが発達する

半胎盤で 6～ 7層の組織からなり，母体の各クラ

スの免疫グロブリンはこの胎盤を通過できませ

ん。したがって，有蹄類新生児は生下時，初乳摂

取前ではTおよびBリンパ球を保有しながら全く

免疫グロブリンが存在しない状態にあります。こ

のため，これら有蹄類新生児の免疫応答は特に未

熟であると表現される場合が多いのですが，新生

子豚は解剖学的に，ほとんどの免疫適格組織及び

適格細胞は完成しており，この意味からすれば，

新生子豚は免疫機能が稼働する状態で分娩されて

いると言えます。しかしながら，前述のごとく，

新生子豚Tリンパ球の抑制つまりサプレッサー活

性が強いので，新生子豚は免疫学的に未熟な状態

です。このため，哺乳期には特に細菌感染の機会

が成豚に比較して極めて大きいことが考えられ，

実際，子豚哺乳期に，初乳や常乳由来分泌型 IgA

を摂取したとしても，大腸菌，ロタウイルス，コ

ロナウイルス等の局所感染が多発する野外例によ

く遭遇します。

　さらに，波岡・菅沼らは，この新生子豚 Tリン

パ球のサプレッサー活性は何時まで続くのかを調

べました。つまり，生後 1週齢から 6週齢までの

子豚のTリンパ球のサプレッサー活性を調べた結

果，1週齢から 4週齢まではサプレッサー活性が
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図 3 新生子ブタ末梢血リンパ球（PBL）抗体産生能と成豚PBL混合培養時の抗体産生能の比較
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強い状態ですが，5週齢以降は弱まって行くのが

わかりました。

　このようにブタの分娩前後における「負」の免

疫応答能は分娩後も一定期間は続くものの時間の

経過とともに減少し，ほぼ 5週齢になると「正」

の免疫応答能に転換します。ちょうど 5週齢頃と

「負」の免疫応答が「正」の免疫応答に変わる時

期と一般的にワクチン接種に適した時期が一致し

ています。　

２．ビフィズス菌由来ペプチドグリカンの免疫賦活

　「負」の免疫応答能は分娩後ある時期になると

「正」のそれに転換しますが，免疫能を抑制する

物質の減少によるTリンパ球のサプレッサー活性

が弱まることが大きな要因です。さらに，この

「負」から「正」への転換は，胎児期における無

菌の状態から分娩後，急激に多くの非自己抗原に

曝されることで早まるといわれ，特に呼吸器系お

よび腸管系を含む粘膜層における局所の免疫応答

が主要な役割を果たしていると考えられていま

す。なかでも 300m2以上の表面積をもつ消化管粘

膜は体外からの多種多様そして多量の微生物，食

物などの異種蛋白や化学合成物などと絶えず接触

し，感作され続けることから，免疫賦活の場とし

てその意義はきわめて大きいと言えます。

　また，非自己として感作する側からみると，こ

の巨大な受け皿に常に刺激を与え続け，腸管免疫

機能の「負」から「正」に変換する抗原として腸

内フローラの存在は極めて重要です。

　腸内菌叢構成菌の中には免疫応答能に強く働き

かけるものがあり，なかでも，ラクトバチルスお

よびビフィズスの菌体および菌体成分が持つ多彩

な生物活性は抗腫瘍作用との関連で注目され，さ

まざまな報告が見られます。

　そこで，私どもは光岡らが分離したブタ由来ビ

フィドバクテリウム　サーモフィラム（Bifidobacterium 

thermophilumP2-91株）から調整した細胞壁成分ペ

プチドグリカンの経口投与により免疫応答が賦活

されることを確認しました。

　（1）子豚腸管局所の免疫能の賦活

　離乳後下痢症が多発する野外養豚場において，

このペプチドグリカンの経口投与が子豚の加齢に

伴って起こる免疫応答の変化にどのように作用す

るかを腸管局所の免疫グロブリン産生細胞の推移

で確認し，あわせて臨床症状を観察しました。

　まず，最初，生下時から 5日齢まで合計生菌数

換算 5× 1012相当数のペプチドグリカンを経口的

に与え，3および 4週齢に小腸各部位の IgA 保有

細胞数を計測しました。その結果，3週齢および

4週齢では無投与対照群との間に有意差は得られ

なかったものの，粘膜固有層の IgA 保有細胞数は

同腹の無投与群のそれに比べて多い傾向がみられ
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図 4 ポークウイードマイトージェン刺激により誘導され
る子豚 Tリンパ球サプレッサー活性の推移
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ました（表 1）。この時期は，いまだ Tリンパ球の

サプレッサー活性の影響がある状態なのに，ペプ

チドグリカンによって腸管粘膜免疫機構に弱いな

がら賦活効果がみられ，局所の防御機構を検討す

るうえで興味深いと思われました。

　次に，同数のペプチドグリカンをさらに 3週齢

時に経口投与し，小腸各部位の粘膜固有層の形質

細胞，抗体保有細胞を免疫組織学的に調べ，その

数を計測しました。

　その結果，図 5の如く，抗体を産生する形質細

胞数はペプチドグリカン経口投与群の 5週齢の小

腸各部位，6週齢の回腸において無投与対照群に

比べ有意（P<0.05～ P<0.01）にその数が増えてい

ました。

　各抗体保有細胞の占有率を図 6に示しました。

ペプチドグリカン経口投与群は 5および 6週齢と

も IgMより IgA保有細胞の占有率が各部位におい

て高く，特に 5週齢時の回腸部および 6週齢時各

部位では有意に高い値でした。また，無投与対照

群の空腸中部では 5および 6週齢とも IgAより

IgM保有細胞の占める割合が高く，無投与対照群

では未分化な免疫グロブリン産生が持続している

と思われ，ペプチドグリカンが免疫学的に未熟な

IgM保有細胞を成熟した IgA保有細胞にかえるク

ラススイッチ現象を起こしているか，または早め

ていることが考えられました。

　この時，免疫グロブリン保有細胞および形質細

胞測定部位における大腸菌の生菌数の検索を行い

ました。ペプチドグリカン経口投与群は小腸各部

位における大腸菌生菌数の平均値は検出限界以下

でしたが，無投与対照群のそれは 103.3個／ g以上

検出され，前述の IgA保有細胞数の結果とは逆比

例の関係が認められました（表 2）。
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表 1 ペプチドグリカン（PG）の経口投与および無投与対
照（Control）子ブタ（3および 4週齢）の小腸各部
位における（十二指腸：Duodenum，空腸：Jejunum，
回腸：Ileum）粘膜層における IgA 保有細胞数の比較

IgA保有細胞数
母豚数部　位週齢

無投与対照群PG投与群

411（2）
530（2）
108（2）
　45（2）
　77（2）
　18（2）

504（2）
409（2）
128（2）
177（2）
　87（2）
　74（2）

1
2
1
2
1
2

十二指腸

空　　腸

回　　腸

3

540（2）
388（2）
125（2）
141（2）
　32（2）
　63（2）

545（2）
557（2）
130（2）
148（2）
　62（2）
　80（2）

1
2
1
2
1
2

十二指腸

空　　腸

回　　腸

4

図 5 ペプチドグリカン（PG）経口投与および無投与対照
（control）子ブタ（5および 6週齢）の小腸各部位
（十二指腸：Duodenum，空腸：Jejunum，回腸：Ileum）
粘膜固有層における形質細胞数の比較

 Student’s t-testによる統計処理により，＊は P < 0.05
および＊＊は P < 0.01を示す。
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　さらに，臨床症状の観察からもこれらの結果が

裏付けられました。表 3は供試豚の体重，結腸内

容物状態および臨床症状ですが，出生直後の体重

は各試験区ともほぼ差が認められませんでした

が，5および 6週齢時における体重はペプチドグ

リカン経口投与群の方が無投与対照群に比べて重

く，増体量に差が認められました。5および 6週

齢時のペプチドグリカン経口投与群の糞便は観察

期間中正常であった反面，無投与対照群のほとん

どに下痢がみられました。この時の結腸内容物は

ペプチドグリカン経口投与群では練りハミガキ状

で，結腸切開後も形を保っていましたが，無投与

対照群は水様で形状を保持せず，排糞の状態とそ

れぞれよく一致していました。

　この一連の試験結果から，ペプチドグリカンは

抗体として未熟な IgMを保有する細胞が IgAなど

の成熟した抗体を保有する細胞に変るのを助け，

局所免疫に関与する IgA抗体を産生する形質細胞

数を増やし，離乳後下痢症を起こす大腸菌の増殖

を抑え，結果として下痢症が減少し，これによる

体重減少や臨床症状の悪化を抑えることが考えら

れました。

　（2）マウスを用いた全身性の免疫能の賦活

　ビフィドバクテリウム　サーモフィラムのペプ

チドグリカンの経口投与が腸管局所の免疫機能を

賦活することは前述の通りですが，全身性の感染

に対する防御効果並びに細胞性免疫の賦活効果を

確認するため，マウスを用いて，種々の免疫学的

解析を行いました。

－ 19－

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ビフィドバクテリウム　サーモフィラム由来ペプチドグリカンの免疫賦活について

図 6 ペプチドグリカン（PG）経口投与および無投与対照
（control）子ブタ（5および 6週齢）の小腸各部位
（十二指腸：Duodenum，空腸：Jejunum，回腸：Ileum）
粘膜固有層における抗体（lg）保有細胞百分率の比較

 Student’ s t-testによる統計処理により，＊は P < 0.05
および＊＊は P < 0.01を示す。

表 2 ペプチドグリカン（PG）の経口投与および無投与対
照子ブタ（5および 6週齢）の小腸各部位（十二指
腸，空腸，回腸）における大腸菌数の比較

大腸菌数

部　位 6週齢5週齢

対照群PG投与群対照群PG投与群

1.1
（0.0－ 4.3）

1.1
（0.0－ 4.3）

1.1
（0.0－ 4.6）

0.0

0.0

0.0
（0.0－ 4.6）

1.2
（0.0－ 4.6）

1.2
（0.0－ 4.6）

1.2
（0.0－ 4.6）

0.0

0.0

0.0
（0.0－ 4.6）

十二指腸

空　　腸

回　　腸

サンプル 1 g中の数を対象表示。0は 103.3個以下を示す。
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お 詫 び と 訂 正

　AAS 25号（2004.9）「ビフィドバクテリウム　

サーモフィラム由来ペプチドグリカンの免疫賦活

について」の中で，データーの間違いがありまし

たので訂正します。訂正は表 2「ペプチドグリカ

ンの経口投与および無投与対照子ブタの小腸各部

位における大腸菌数の比較」です。訂正表を掲載

するとともに不都合があったことをお詫び申し上

げます。

表 2 ペプチドグリカン（PG）の経口投与および無投与対象子ブタ（5および 6
週齢）の小腸各部位（十二指腸，空腸，回腸）における大腸菌数の比較

大腸菌数

部　位 6週齢5週齢

対象群PG投与群対象群PG投与群

1.1
（0.0－ 4.3）

1.4
（0.0－ 5.6）

6.9
（5.3－ 9.3）

0.0

0.0

4.5
（0.0－ 8.0）

1.2
（0.0－ 4.6）

2.0
（0.0－ 4.0）

7.0
（3.6－ 10.0）

0.0

0.0

4.6
（3.3－ 6.3）

十二指腸

空　　腸

回　　腸

サンプル 1 g中の数を対数表示。0は 103.3個以下を示す。
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　マウス 1匹当り 5から 5,000μgの各ペプチドグ

リカン経口投与が病原微生物に対する生体防御に

どのような効果を示すかについて，ブタ肺由来病

原性大腸菌を接種することによって全身性の感染

防御効果を観察しました。つまり，各濃度のペプ

チドグリカン投与 24時間後に，病原性大腸菌を

接種し，その後，7日間観察して，生存率を測定

しました。ペプチドグリカンを 35日齢の ICRマ

ウス腹腔内に単回投与し，24時間後に病原性大

腸菌 4× 108を腹腔内接種した結果，無投与対照

群すなわち PBSを同様に投与した群は全匹死亡

したのに比べ，ペプチドグリカン経口投与群の 7

日後の生残率は 80％～ 100％と有意に高い値を示

しました（図 7）。

　ペプチドグリカン経口投与後，24時間後に病

原性大腸菌 16× 108を静脈内に接種したところ，

無投与対照群は全匹死亡しましたが，ペプチドグ

リカン投与群は7日後の生残率が45％～80％と有
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表 3 供試子ブタの状態

排糞の状態大腸の状態
体重（kg）

性別週齢試験群
終了時生下時

正常
正常
正常
正常
正常
正常
正常
正常

練りハミガキ状
練りハミガキ状
練りハミガキ状
練りハミガキ状
練りハミガキ状
練りハミガキ状
練りハミガキ状
練りハミガキ状

　8.0
　8.5
　9.0
10.0
11.0
10.0
11.0
10.0

1.5
1.3
1.2
1.5
1.6
1.4
1.4
1.3

オス
オス
オス
メス
オス
メス
メス
メス

5
5
5
5
6
6
6
6

PG経口投与群

下痢
軟便
固結
下痢
下痢
下痢
下痢
下痢

水　様　性
水　様　性
ウサギ糞状
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図 7 各濃度ペプチドグリカン（PG）腹腔内投与マウスに
おける大腸菌（Escherichia coli : E. coli ）腹腔内接
種後の生存率の推移

 ICRマウスに PG各濃度（△：5,000μg，○：500μg，
□：50μg，×：5μg）および対照として PBS（●）
を腹腔内に投与し，24時間後に E. coli（Z 72-15株）
を腹腔内に接種した。その後 7日間観察し，生存率
を計算した。
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意に高い値を示しました（図 8）。

　腹腔内と静脈内への病原性大腸菌攻撃試験のこ

れらの成績から，ペプチドグリカンのマウス腹腔

内および経口投与はペプチドグリカン 500μg経

口投与群の生存率が最も高く，5,000μg投与群で

は 500μg投与群に比べ，かえって生残率が減少

する傾向がみられました。

　各臓器からの病原性大腸菌の回収試験では，ペ

プチドグリカン経口投与および無投与対照マウス

の病原性大腸菌接種 1日後の末梢血，肝臓および

脾臓から接種病原性大腸菌の分離回収を行いまし

たが，その数はペプチドグリカン経口投与マウス

より無投与対照マウスの方が有意に多い結果でし

た。また，無投与対照マウスの腎臓から病原性大

腸菌が分離回収された反面，ペプチドグリカン経

口投与マウスからの分離回収は測定限界以下の値

でした（表 4）。

　また，全農家畜衛生研究所の小野らはマウスを

用いて，ペプチドグリカン経口投与効果の病理学

的検討を行い，マウス肝臓において，病原性大腸

菌による巣状壊死形成の抑制やクッパー細胞の墨

汁粒子貪食能の昂進などを明らかにしています。

　私どもの病原性大腸菌接種試験やその分離回収

試験の成績からペプチドグリカンは特に肝および

脾臓の細網内皮系細胞を活性化し，それによって

病原性大腸菌に対する感染防御能が高まると考え

られましたが，小野らの成績の 1部はこれを裏付

けるものと思われます。

　ペプチドグリカン腹腔内投与および経口投与 1
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t-検定：※※ P < 0.1，※ P < 0.05

表 4 ペプチドグリカン（PG）経口投与および無投与対照マウス各臓器（血液・肝臓・脾
臓・腎臓）から検出した大腸菌数の比較

大腸菌数（対数表示）
試験群接種後日数

腎臓（/ml）脾臓（/ml）肝臓（/ml）血液（/ml）

< 3.0
※※

3.8± 1.5

7.1± 0.4
※

8.3± 0.6

7.0± 0.6
※※

9.3± 0.6

5.6± 0.2
※

6.2± 0.5

PG投与群

対照群
1日

< 3.0
.

< 3.0

< 3.0

< 3.0

< 3.0
※※

2.7± 1.6

< 3.0

< 3.0

PG投与群

対照群
3日

図 8 各濃度ペプチドグリカン（PG）経口投与マウスにお
ける大腸菌（Escherichia coli : E. coli ）尾静脈内接
種後の生存率の推移

 ICRマウスに PG各濃度（△：5,000μg，○：500μg，
□：50μg，×：5μg）および対照として PBS（●）
を経口投与し，24時間後に E. coli（Z 72-15株）を
尾静脈内に接種した。その後 7日間観察し，生存率
を計算した。
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日後から病原性大腸菌の感染防御効果がそれぞれ

発現することから，この場合考えられる好中球の

活性とともにマクロファージの貪食能昂進につい

て化学発光反応を用いて観察を行ないました。

　好中球などの貪食細胞はその貪食作用に伴い，

活性酸素を生成します。これら活性酸素は食細胞

自身の分子を励起し，高エネルギー状態にしま

す。そしてこの励起された分子は基底状態に戻る

ときに，ケミルミネッセンスを放出しますが，こ

の自然発光は極めて微弱なため，この反応に効率

よく光を発生させるルミノールを添加し , 化学発

光を増強させて測定しました。

　Balb/cマウスに各濃度のペプチドグリカン経

口投与 1日後のマウス腹腔マクロファージ貪食活

性は無投与対照群に比べ，高い値を示しました

（図 9）。

　脾臓由来好中球は，ペプチドグリカン 50μgお

よび 500μg投与で無投与対照群に比べ，有意に

高い値を示し，また，その貪食活性値は腹腔マク

ロファージに比べ高い値でした（図 10）。

　腹腔マクロファージおよび好中球ともペプチド

グリカン 500μ投与群を最大とする濃度依存性が

確認され，逆に 5,000μg経口投与では貪食活性が

減少することが認められ，この結果は大腸菌によ

る感染防御試験の成績と同様でした。

 　ペプチドグリカン効果の持続期間に関して，

腹腔マクロファ－ジ（図 11）および好中球（図

12）とも経口投与群の貪食活性は投与後 1，3およ

び 7日後とも無投与対照群に比べ高まりました。

この活性は投与 1日後から発現し，3日後に最大

の値を示し，7日以後にはそれが減少することが

観察されました。

　また，腹腔マクロファージ同様，肺胞マクロ

ファージもペプチドグリカン経口投与によって貪
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図 9 各濃度ペプチドグリカン（PG）経口投与マウスおよ
び無投与対照マウスの腹腔内マクロファージ貪食活
性の比較

 BALB/cマウスに各濃度 PG（50μg，500μg，5,000μg）
と対照として PBSを経口投与し，24時間後に腹腔
マクロファージを取り出し，その貪食活性を測定し
た。貪食活性は腹腔マクロファージの化学発光能
（Chemiluminescence intensity）で表した。

図 10 各濃度ペプチドグリカン（PG）経口投与マウスおよび
無投与対照マウスの脾臓由来好中球貪食活性の比較

 BALB/cマウスに各濃度PG（50μg，500μg，5,000μg）
および対照として PBS を経口投与し，24 時間
後に脾臓由来好中球を取り出し，その貪食活性
を測定した。貪食活性は好中球の化学発光能
（Chemiluminescence intensity）で表した。
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食活性が高まり，経口投与でも，呼吸器の感染防

御能が高まることが確認されました（図 13）。

　海老名らは二重移植腫瘍系を用いたこのペプチ

ドグリカンの抗腫瘍効果試験で好中球およびマク

ロファ－ジの活性化指標免疫抑制産生蛋白を測定

したところ，その値がペプチドグリカン投与群

（993μg/ml）は無投与対照群（103μg/ml）に比

べ高いことを，また同様に好中球走化因子もその

値が，無投与対照群に比べ，有意に高まることを

報告し，ペプチドグリカンの抗腫瘍効果を明らか

にしています。

　また，水産の面では松尾らはニジマスに Vibrio 

anguillarumを接種し，ペプチドグリカン投与に

よる感染防御効果を，さらに高橋らはウナギで，

さらにまた伊丹らはクルマエビで病原菌接種試験

を行い，同様な結果を得ています。伊丹らはクル
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図 11 ペプチドグリカン（PG）経口投与マウスの腹腔マク
ロファージ貪食活性の持続期間

 BALB/cマウスに PG 500μg（斜線カラム）および
対照として PBS（白抜きカラム）を経口投与し，1
日後から 7日後にかけ，それぞれ腹腔マクロ
ファージを取り出し，その貪食活性を測定した。
貪食活性は腹腔マクロファージの化学発光能
（Chemiluminescence intensity）で表した。

図 12 ペプチドグリカン（PG）経口投与マウスの膵臓由来
好中球貪食活性の持続期間

 BALB/cマウスに PG 500μg（斜線カラム）および
対照として PBS（白抜きカラム）を経口投与し，1
日後から 7日後にかけ，それぞれ膵臓由来好中
球を取り出し，その貪食活性を測定した。貪食
活性は好中球の化学発光能（Chemiluminescence 
intensity）で表した。

図 13 ペプチドグリカン（PG）経口投与マウスおよび無投
与対照マウスの肺胞マクロファージ貪欲活性の経時
的推移

 BALB/cマウスに PG 500μgおよび対照として PBS
を経口投与し，24時間後に肺胞マクロファージを取
り出し，その貪食活性を測定した。貪食活性は肺胞
マクロファージの化学発光能（Chemiluminescence 
intensity）で表した。
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マエビ顆粒球の貪食能がペプチドグリカン投与に

よって昂進したことも観察しています。

　ブタ由来ビフィドバクテリウム　サーモフィラ

ムのペプチドグリカンが哺乳類をはじめとし，鳥

類・魚類などの下等な免疫担当細胞を賦活化する

ことはきわめて興味深く，この物質が広い範囲に

わたって応用しうることがうかがえました。 　

　ペプチドグリカンの投与が細胞性免疫能を昂進

することを明らかにするため，ナチュラルキラー

（NK）細胞の細胞障害活性能を指標として確認し

ました。ペプチドグリカンを 3週間連続経口投与

した C57BL/6マウスの脾臓（図 14）および腸間

膜リンパ節（図 15）の NK細胞の活性は無投与対

照に比べ，高い値を示しました。標的細胞は人の

血液がん細胞と豚のがん細胞を用いましたが，豚

のがん細胞に対しては非常に高い細胞障害活性値

を示しました。

　これらのことから，ペプチドグリカンの長期に

わたる経口投与は非特異的な細胞性免疫機能を賦

活する事が示唆され，これには IL-2などのサイト

カインの関与が考えられましたので， ペプチドグ

リカン経口投与 C3H/HeNマウス脾臓由来リンパ

球の IL-2産生量をマイトージェンとの混合培養

後，ELISAで調べたところ，ペプチドグリカンを

経口投与群のリンパ球の平均値は約 328pg，無投

与対照群のそれは約 159pgと有意な差が認められ

ました。また腸間膜リンパ節由来リンパ球でも同

様な成績が得られています。すなわち，ペプチド

グリカン経口投与群のリンパ球平均値は約 109pg

でしたが，無投与対照群のそれは 35pg以下の値

でした。これらの試験結果から，ペプチドグリカ

ン経口投与で IL-2産生量が高まり，NKなどの細

胞障害活性が高まる構図が考えられました。 同じ
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図 14 ペプチドグリカン（PG）添加飼料 3週間給与マウス
および無投与対照マウス脾臓由来リンパ球のナチュ
ラルキラー（NK）細胞活性の比較

 NK活性はK562細胞（ヒト慢性白血病由来B細胞）
および水海道株（ブタ Bリンパ球系腫瘍細胞）を
標的細胞（Target cell）として，その細胞溶解率
（Percent lysis）で表した。Studen t’s t-testによる
統計処理により，＊は P < 0.05を示す。

 ■：PG投与群，□：無投与群

図 15 ペプチドグリカン（PG）添加飼料 3週間給与マウス
および無投与対照マウス腸間膜リンパ節由来リンパ
球のナチュラルキラー（NK）細胞活性の比較

 NK活性はK562細胞（ヒト慢性白血病由来B細胞）
および水海道株（ブタ Bリンパ球系腫瘍細胞）を
標的細胞（Target cell）として，その細胞溶解率
（Percent lysis）で表した。Studen t’s t-testによる
統計処理により，＊はP < 0.05および＊＊はP < 0.01
を示す。

 ■：PG投与群，□：無投与群
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ような手法で IgA産生前駆 B細胞を刺激する IL-5

の産生を調べたところ，ペプチドグリカン経口投

与群の脾臓由来リンパ球産生量は約 212pg，無投

与対照群のそれは約 70pg，また腸間膜リンパ節の

それはペプチドグリカン経口投与群が 77pg，無

投与対照群の値は 15pgで両群間に有意な差がみ

られています。

　このようなことからペプチドグリカン経口投与

によって，IL-5が産生され，その結果，腸管粘膜

の IgA産生細胞の増加に至ることが推察されま

す。

３．おわりに

　一連の試験結果から，健康な成豚のビフィドバ

クテリウム　サーモフィラム由来ペプチドグリカ

ンの経口投与は，子豚の腸管局所の IgA抗体を産

生する形質細胞数を増加させること，IgM保有細

胞を IgA保有生細胞にクラススイッチさせ，未熟

な免疫細胞を早期に成熟させること，さらにマウ

スの体内に侵入した大腸菌を速やかに排除するこ

と，これには好中球やマクロファージなどの貪食

細胞が活性化し，その機能を果たす事が考えられ

ました。また，細胞性免疫機能を賦活させること

やこれらの免疫反応にサイトカインが関与するこ

とも示唆されました。このように，ペプチドグリ

カンの経口投与は腸管局所および全身の免疫機能

を多様に賦活することがわかりました。これらの

ことから，ペプチドグリカンの効果発現には次の

ことが推測できます。

　経口投与されたペプチドグリカンは腸管にある

特殊な上皮細胞のM細胞に積極的に取り込まれ

ます。M細胞のへこんだ部分にはマクロファージ

をはじめとする抗原提示細胞が侵入し，そこでM

細胞が取り込んだペプチドグリカンをそのままの

形（M細胞は細胞内の分解酵素などが少ないため

にペプチドグリカンを分解されないと思われま

す。）で受け取ります。ペプチドグリカンはマク

ロファージなどを活性化し，連続的な免疫反応を

惹起します。特にマクロファージは IL-1や TNFα

などのサイトカインを産生し，このサイトカイン

で刺激を受けた Tリンパ球は活性化し，IL-2を産

生し，NK細胞を賦活化します。さらに IL-4や IL-

5などのサイトカインが Bリンパ球を活性型 Bリ

ンパ球に成熟させ，それが体内を巡って，また，

腸管にたどり着き，形質細胞となって，IgA抗体

を産生します。この抗体が局所感染防御を行なう

と考えられます。
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