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Summary 

日本人の高齢者は加齢とともに嗜好が変化し、とくに免疫能保持に重要な因子であるタ

ンパク質摂取量は中年期を境に肉類から魚類に変化することによって年齢に関係なく一定

量保持できているという特徴を有していることを見出した。しかし、同時に、セレンや銅

などの抗酸化に関与する微量元素量が加齢に従って減少することが確認された。また、高

齢者にピーマンを含む弁当を昼食時に２週間配食するという介入試験によって、高齢者の

免疫強化が図れることを見出した。これらの結果から、高齢者の低下した抗酸化能力を高

め、免疫能を強化し、高齢者の健康寿命の延伸ならびに QOＬ向上にはこれまでの米を中

心とした日本型食生活に加えて、抗酸化微量元素や細胞の内外で抗酸化能力を発現できう

る成分を多く含む野菜や果物などの食品群を日常習慣的に摂取することが望ましいと考え

られた。  

 

加齢加齢加齢加齢とととと免疫免疫免疫免疫     

免疫の中枢である胸腺は、思春期～成長期で最大となり、その後、加齢と共に萎縮し、

その萎縮が免疫能の低下につながると考えられている。この萎縮が始まる時期には性差が

あり、雄の方が早いことが動物実験にて明らかにされ１～３）、このことはヒトでも男性は女

性に比べて早く免疫老化による免疫能低下が始まることを示唆している。萎縮のメカニズ

ム に つ い て は 未 だ に 不 明 で あ る が 、 加 齢 に 従 っ て 抗 酸 化 酵 素 で あ る glutathione 

peroxidase（GPx）活性が胸腺細胞内で減少し、その減少は雌よりも雄の方が著しいこと

がマウスを用いた実験で明らかとなり１）、胸腺萎縮の一つの原因として酸化ストレスに対

する抗酸化力の低下が考えられた。すなわち、この酸化ストレスにもっとも感受性の高い

細胞は胸腺の未成熟リンパ球であり、これらのリンパ球の傷害によって成熟リンパ球の減

少による免疫能の低下が起こるものと推測される。また、protein-energy-malnutrition 

(PEM)による免疫能の低下も広く知られている。高齢者の死因の第一位は他の年代と同じ

くがんであるが、第 4 位は肺炎であり、免疫能と関係が深い疾患での死亡率が高い事が知

られている。高齢者の免疫能の低下の原因としては加齢に伴う酸化ストレスと栄養状態の

低下などが相乗的に作用して起こることが考えられる。したがって、高齢者の免疫能を強

化し、健康寿命の延伸ならびに QOL 向上を図るにはタンパク質と抗酸化成分を多く含む

食品群の摂取が重要である。  
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免疫能免疫能免疫能免疫能にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす日本型日本型日本型日本型食生活食生活食生活食生活のののの解析解析解析解析     

 これまで、高齢者の栄養状態と免疫能の関

係については多くの研究があり、その原因の

一つにタンパク質摂取量の低下が考えられて

いる。タンパク質の摂取は免疫能の維持には

不可欠であり、摂取不良におちいると、PEM

によるリンパ節や胸腺の萎縮、CD4+, CD8+T

細胞数や各種サイトカインの減少など、免疫

応答系全体の機能低下が起こることが報告さ

れている。そこで、平成 13 年国民栄養調査

の結果から日本人食生活の動向を解析すると、

総タンパク質摂取量は男・女共に加齢に対す

る大きな変化が認められなかったが、その摂

取源について、食品群別摂取比率を算出し、

年齢別にみると肉類と魚類の

摂取量が加齢に従って逆転す

るという特徴的なパターンを

見出した（図１）。この摂取パ

ターンの変化が起こることに

よって、高齢者のタンパク質

摂取が保持できていることが、

魚類の摂取量の極めて少ない

アメリカ人の食生活パターン

と比べることによって明らか

となった 1）。先進諸国の中で

も、日本民族は唯一の魚介類

多食民族であり（図２）、この

ことは、日本人の健康長寿の

一つの要因として考えられた。  

    

微量元素微量元素微量元素微量元素とととと免疫強化免疫強化免疫強化免疫強化     

 免疫および抗酸化の各機能に影響を

及ぼす微量元素について、健常者 170

例（年齢 20~30 歳代、男性 62 例、女

性 108 例）のヒト血液中の微量元素量

（Zn、Se、Cr、Mn、Ni、Cu）を誘導

結合プラズマ質量分析装置（ICP-MS）

にて分析したところ、男性ではクロム

(Cr)、マンガン (Mn)、セレン (Se)、女

表１．自覚症状と血液中の元素濃度との関係

男性 女性

頭痛がする CuCuCuCu、、、、SeSeSeSe ZnZnZnZn、、、、CuCuCuCu、、、、MnMnMnMn

めまいがする CuCuCuCu、、、、SeSeSeSe、、、、NiNiNiNi ZnZnZnZn、、、、MnMnMnMn、、、、SeSeSeSe

手足がしびれる CuCuCuCu、SeSeSeSe ZnZnZnZn、、、、CuCuCuCu、、、、MnMnMnMn、、、、SeSeSeSe

舌がもつれる CuCuCuCu、SeSeSeSe ZnZnZnZn、、、、CuCuCuCu、、、、MnMnMnMn、、、、SeSeSeSe

胸がしめつけられる CuCuCuCu、、、、SeSeSeSe ZnZnZnZn、、、、CuCuCuCu、、、、MnMnMnMn、、、、SeSeSeSe

動悸がする CuCuCuCu、SeSeSeSe ZnZnZnZn、、、、CuCuCuCu、、、、MnMnMnMn、、、、SeSeSeSe

眠れない SeSeSeSe、、、、CuCuCuCu、、、、NiNiNiNi CuCuCuCu、、、、MnMnMnMn、、、、SeSeSeSe、、、、ZnZnZnZn

（血液中の元素と各自覚症状において負の相関関係がみられたもの、P＜0.05

図１．　タンパク質摂取減としての魚・肉類摂取量の年齢階層別比較
タンパク質摂取源としての魚介類および肉類の摂取量を年齢階層別に示した。
■、男性の魚介類摂取量；□女性の魚介類摂取量；▲、男性の肉類摂取量
△、女性の肉類摂取量 （文献1より引用）
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日本人の数値を100%として換算した。したがって、魚介類は先進６カ国の中で日本人が最も多く摂取していることがわかる

図２．先進諸国の栄養、食料摂取比較               (安達巌：日本型食生活の歴史、p 271、1993より引用改変)
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性では亜鉛 (Zn)、銅 (Cu)、Cr、Mn、ニッケル (Ni)等の微量元素量が加齢とともに減少し、

微量元素分布の偏りを認めた 4）。Se は抗酸化酵素 glutathione peroxidase（GPx）、Cu、

Mn、Zn は superoxide dismutase（SOD）の各々構成元素であり、各々の生理活性発現上

必須の成分であることから、これら微量元素濃度の低値は高齢者の免疫能および抗酸化能

低下の一因となると考えられた。  

さらに、これら微量元素の血中濃度と自覚症状との関係を表１に示したが、各種自覚症

状の発現と Zn、Cu、Se、Mn 量の不足に有意な相関関係を認めた。したがって、体の調

子が悪い人の中にはこれらのミネラルが潜在的に不足している可能性が非常に高いものと

推測され、これらの成分を多く含む食品を摂取することによって抗酸化および免疫能促進

による自覚症状の改善が期待される。  

    

免疫強化免疫強化免疫強化免疫強化食材食材食材食材のののの選別選別選別選別     

体内での抗酸化能を担っているのは抗

酸化酵素と抗酸化成分だが、抗酸化酵素

はその活性発現に Se や Zn、Mn、Cu、

鉄などのミネラルが必須であり、また細

胞内外の抗酸化に関与する栄養素（例え

ばビタミンＣ、ビタミン E、βカロテン

およびフラボノイドのような抗酸化成

分）の摂取も抗酸化能保持に重要である。 

われわれは、抗酸化成分 32 種につい

て試験管内での活性酸素消去能（O・
２

－、・OH）と細胞内でのミトコンドリア

で発生する酸化傷害の元凶であり、膜脂

質やタンパク質、核酸を傷害することが

老化現象を引き起こすと考えられている

活 性 酸 素 種 (reactive oxygen species: 

ROS)の消去能について検討した。その結

果、試験管内における抗酸化能はいずれ

のフラボノイド類においてもその効果が

認められ、これまで報告されているよう

に 5）、その構造上の OH 基の位置に関連

があることが確認された。しかし ROS

の消去能を有していたのは、15 種類であり、細胞内での抗酸化活性は必ずしも試験管内で

の活性酸素消去能と一致していないことがわかった（表２）。したがって、抗酸化成分の効

果的な摂取法として、細胞外で作用する抗酸化成分のみを摂取するのではなく、細胞内で

もその作用を発現する抗酸化成分を併せて摂取することが、細胞を活性酸素から防御する

にはより有効であり、それらを多く含む食品群、主にその摂取源としてなり得る野菜類や

果物類を積極的に摂取することが必要であろうと考えられる。表１より、酸化ストレス（X

線照射）を細胞に与えた場合、濃度依存性に細胞内外の活性酸素からの防御ならびに細胞

表２　抗酸化成分の細胞内外での活性酸素消去能

OOOO2222
----消去能消去能消去能消去能 細胞内細胞内細胞内細胞内ROSROSROSROS

分分分分　　　　類類類類 成成成成　　　　分分分分　　　　名名名名 のののの有無有無有無有無 消去能消去能消去能消去能
Catechins Epigallocatechingallate ＋＋a ＋

(flavan-3-ols) Green tea polyphenol ＋＋ ＋/－c

Flavones Apigenin ＋＋ ー
LuteorinLuteorinLuteorinLuteorin ＋＋＋＋＋＋＋＋ ＋＋＋＋＋＋＋＋
3',4'-Dihydroflavone ＋＋ ＋＋
7,3',4'-Trihydroxyflavone ＋＋ ＋＋
3',4',7',8-Tetrahydroxyflavone ＋＋ ＋＋

Flavonols Quercetin ＋＋ ＋＋
Kaempferol ＋＋ ＋
Myricetin ＋＋ ーd

Isorhamnetin ＋＋ ＋
Flavanones Fisetin ＋ ＋＋

Hesperetin ＋/－ ー
Naringenin ＋/－ ＋/－

Isoflavones Genistein ＋/－ ー
Daizein ー ー

Anthocyanidin Pelargonidin chloride ＋ ー
Cyanidin chloride ＋＋ ー
Peonidin chloride ＋＋ ー
Delphinidin chloride ＋＋ ー
Malvidin chloride ＋/－ ＋/－
Kuromanin chloride ＋ ＋

Chalcones Butein ＋＋ ＋＋
Isoliquirtigenin ＋ ー

Stilbenes Piceatannol ＋＋ ＋＋
Resveratrol ＋/－ ＋

Phenolyc acid Chlorogenic acid ＋ ＋
Caffeic acid ＋ ＋
Trans-cinnamic acid ー ー

Carotene Astaxanthin ー ー
β-carotene ー ー
Lutein ー ー

a; O2
-あるいはROS50％消去における濃度(IC50 ）が10μM未満

b; O2
-あるいはROS50％消去における濃度(IC50 ）が10μM以上

c; O2
-あるいはROS50％消去における濃度(IC50 ）が10０μM以上

d; O2
-あるいはROS消去能が認められない
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死抑制効果を強く有していたのはルテオリン（図３）であ

った。そこで、ルテオリンを多く含む食品を高速液体クロ

マトグラフィー（HPLC）にて検討した結果、ピーマン類

に高濃度で含まれていることを見出した（未発表）。ルテオ

リンの生理作用としては、これまでに肝の解毒作用の促進、

炎症性サイトカイン（TNF）生産抑制、α‐グルコシダー

ゼ活性の阻害 ,αリポキシゲナーゼ活性の阻害、コレステロ

ールの酸化抑制などが相次いで報告され、その抗酸化・抗

アレルギー作用ならびに免疫力の増加などが期待されている。  

 

 

食生活食生活食生活食生活とととと高齢者高齢者高齢者高齢者のののの免疫強化免疫強化免疫強化免疫強化    ～～～～ピーマンピーマンピーマンピーマン介入試験介入試験介入試験介入試験からからからから～～～～     

17 例の高齢者（男性 9 名、女性 8 名、平

均 68.9±4.65 歳）に日々調理を変えたピー

マン（４個）を含む食事（弁当）を２週間

昼食時に配食（日曜日の中間日は自由摂取）

した。対象者に対してはヘルシンキ宣言に

則り、採血･採尿および測定項目について事

前に説明し、同意を得た。本介入試験によ

っ て 、 介 入 後 に は 尿 中 8-hydroxy- 

2’-deoxyguanosine (8OHdG)および肝由来

ポルフィリン酸化物類は減少の傾向が認め

ら れ た 。 Thiobarbituric acid reacting 

substances (TBARS)は血清中で増加傾向

が認められ、血球中では有意に減少した（ｐ<0.05）。GPx 活性は血清中（p<0.05）および

血球中 (ｐ<0.01）で各々有意に減少した。また、SOD は減少傾向、catalase は増加傾向が、

各々認められた。リンパ球サブセットは Th1, Th2 ともに増加し、リンパ球の幼若化能も

有意に増加した（表３）。これらのことより、ピーマンを継続摂取することによって、生体

の抗酸化能が増加し、免疫能が強化されることが示唆された。すなわち、ピーマン食事に

よるルテオリン摂取は、特に細胞内の

酸化を抑制していることが推察された。

また、ルテオリンの活性酸素消去能に

よって抗酸化酵素の節約が引き起こさ

れ、その結果として酵素活性の低下が

起こったものと推察される。したがっ

て、ルテオリンの様な抗酸化成分を多

く含む食品を摂取することによって、

酸化ストレスによる DNA の損傷等を

含む細胞内傷害が抑制出来ることが推

測された。また、ピーマン食摂取前後

図３．ルテオリンの構造

表３．ピーマン食摂取による生体内酸化、抗酸化指標および免疫能の変化

各種マーカー
尿 尿中8OHdG 95.7 ± 35.2

尿中ポルフィリン 92.7 ± 32.1
血清 TBARS 110.4 ± 30.1

GPx 80.7 ± 0.23
＊

血球 TBARS 88.9 ± 13.7
＊

GPx 76.6 ± 30.2**

SOD 93.8 ± 17.1
Catalase 104.3 ± 11.1

CD4サブセット Th1:IFNγ+/IL4- 110.2 ± 25.5＊

Th2:IFNγ-/IL4+ 116.1 ± 49.2
＊

Th0:IFNγ-/IL4- 95.7 ± 59.8
＊

リンパ球幼若化能 Con-A　 140.1 ± 24.8
**

介入後の数値は介入前の各数値を100%として平均値±標準偏差で示した
介入前後における対応のあるｔ-検定：＊P<0.05, **P<0.01

介入後

図図図図４４４４．．．．ピーマンピーマンピーマンピーマン食摂取食摂取食摂取食摂取によるによるによるによる基本栄養素充足確率基本栄養素充足確率基本栄養素充足確率基本栄養素充足確率（％）（％）（％）（％）のののの変化変化変化変化（n=17）
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での、被験者の自覚症状を調査すると、便通や胃腸症状の改善、血中の中性脂肪や総コレ

ステロール量の減少、血中抗酸化微量元素の増量を認めた。さらに、一日の栄養素摂取充

足確率が上昇し、特に免疫増強に関与するビタミン A やビタミン C の充足確率の著しい改

善、充足していなかった食物繊維、ビタミン B1,B2 等の充足が認められ、全体としてバラ

ンスのとれた栄養摂取状況が確認された（図 4）。  

以上の結果から、食品は免疫系の機能に大きな影響を与えることから、これまでの日本

型食生活に加えて、抗酸化微量元素や細胞内外で抗酸化能力を発現できうる成分を多く含

む野菜や果物などの食品群をバランスよく摂取することによって、高齢者の抗酸化能力お

よび免疫能が強化され、高齢者

における主要な死因の一つとな

っている肺炎、インフルエンザ、

結核などの感染症、がん、心血

管疾患などの生活習慣病、さら

にアルツハイマー病などの発症

予防が図られるとともに健康寿

命の延伸ならびに QOＬ向上が

図られることが期待された。表

４に免疫に関与すると思われる

食品成分を挙げたので参考にさ

れたい。  

 

 

参考文献  

1. 饗場直美、近藤雅雄：高齢者の QOL 向上のための免疫能の健全性を保持する日本型食

生活の解析、日本栄養・食糧学会誌  58(2)99-102. 2005. 

2. Singh J, Singh AK: Age-related changes in human thymus. Clin Exp Immunol. 

37:507-511. 1979. 

3. Aspinall R, Andrew D: Gender-related differences in the rates of age associated 

thymic atrophy. Devlop. Immunol 8:95-106. 2001. 

4. Kondo M, AibaN, Higashi E et al: Changes due to aging in the concentrations of 

trace elements in the peripheral blood that assist with the action of antioxidation. 

Biomed. Res. Trace.Elements. 15:342-344. 2004. 

5. Heijnen CGM, Haenen GRMM, Van Acker FAAA et al: Flavonoids as peroxynitrite 

scavengers: the role of the hydroxyl groups. Toxicology in Vitro 15:3-6. 2001. 

 

表４　野菜や果物などに多く含まれ、免疫強化に関与する主な栄養素

栄養素 主な免疫増強作用

ビタミン　　　A 免疫細胞の増殖、分化促進(食細胞、ＮＫ細胞、Ｔ細胞）

　　　　　　　 E 免疫力増強(食細胞、ＮＫ細胞、Ｔ、Ｂ細胞）、抗酸化

　　　　　　　 C 食細胞、T細胞、IFN‐γの増加、抗酸化

　　　　　　　 B6 リンパ球の分化

ミネラル 　  鉄
ラクトフェリン（NK細胞やT細胞の活性化）の構成成分、抗酸化（カタラー
ゼ、ペルオキシダーゼの構成成分）

             亜鉛
食細胞、リンパ球の活性化（T、B細胞、ＮＫ細胞）、細胞死抑制、抗酸化
（SODの構成成分)

　　　　　   　銅 食細胞、T細胞、抗酸化（SODの構成成分)

　　　     マンガン 抗酸化（SODの構成成分)

　　　   　セレン 食細胞、T細胞、NK細胞活性化、抗酸化（GPx、TR1の構成成分）

フラボノイド類
免疫細胞増加（ＮＫ細胞）、液性免疫能の亢進、食細胞、抗酸化（各フラ
ボノイドによって効果は異なっている）

SOD;superoxide dismutase, GPx;glutathion peroxidase, TRI;thioredoxin reductase I,抗酸化：
自己酸化防御


