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きのこステロール化合物のがん抑制効果

小堀真珠子＊

〔キーワード〕1きのこ，がん，増殖，炎症，エル

ゴステロールパーオキサイド

1．　きのこのがん予防効果
　　　　（疫学研究）

　がんの発症には喫煙，飲酒，運動不足，食生活等

の生活習慣が大きく関与している．しかし，がん予

防に有効な食生活がどのようなものであるのかは，

いまだ十分には明らかになっていない．野菜や果物

ががん予防に効果的であることが報告されており，

近年，多くのコホート研究がなされてきたが，それ

らの結果は野菜や果物の効果を裏付けるに足るも

のとはいえず，国際がん研究機構（lntemational

Agency　fbr　Research　on　Cancer）が2003年に発行

したHandbook　ofCancer　Preventionでは，野菜の摂

取が食道がんおよび大腸がんに対して，また果物の

摂取が食道がん，胃がんおよび肺がんに対して，r確

実に」ではないがrおそらく」予防的効果があると

している．

　きのこ類は抗がん作用を示すことが期待されて

いるが，きのこの摂取とがんのリスクに関して，ヒ

トを対象とする疫学研究の結果はきわめて少ない．

そのうち，長野県で行われた症例対照研究では，149

人の胃がん患者と287人のコントロールを対象にし

てがんと日常摂取している食品等との関係を調査

し，ブナシメジ（伽3顔g鰐1nαηno灘s）やナメコ

（Pho1’oめn傭θたo〉をよく食べる人が胃がんになる

リスクが少ないという結果を得ている（Haraら

2003）．また，殴mら（2002）は，韓国において，

136人のがん患者と同人数のコントロールを対象に

して胃がんと食生活との関係を調査し，きのこを食

べる量が少ない人の方が胃がんになるリスクが高

いことを示した．これらの結果はきのこががん予防

に有効であることを示唆している．しかし，その効

果を評価し判定するためには，大規模なコホート研

究等，より多くの疫学研究結果の蓄積が必要である。

＊独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構

食品総合研究所（Masuko　Kobori）

2．きのこ多糖類のがん抑制効果
　きのこの抗がん作用については，β一グルカン（β

一glucan）の免疫調節作用が最も良く知られている．

きのこのβ一D一グルカン（主にβ1－3，β1－6D一グ

ルカン）はマウスに腹腔内投与あるいは経口投与す

ることによって，Sarcoma180等のがん細胞の増殖

を抑制し延命効果を示す他，Erich細胞等の固形が

ん細胞による腫瘍形成の抑制効果を示す（Wasser

2002，Borchersら2004，水野1989）．β一グルカ

ンは細胞膜上にあるレセプターに結合して，丁細胞，

B細胞，NK細胞およびマクロファージ等を刺激し，

免疫反応を増強することによって’n　v∫voでのがん

の増殖を抑制すると考えられている．すなわち，β

一グルカンは補体レセプターCR3に結合し，マクロ

ファージ等の白血球による異物貧食能を高めると

ともに，NK細胞等のリンパ球のがん細胞致死作用

を増強し，インターフェロン（IFNs）やインターロ

イキン（ILs）等の産生を促進して免疫反応を活性

化する（Zaidmanら2005）．またマクロファージ

や好中球，樹状細胞等の白血球の細胞膜に存在する

Dectir1もβ一グルカンが結合するレセプターであ

る．β一グルカンは，Dectin－1に結合することによっ

て白血球の食食能を高めること，およびがん細胞を

攻撃する活性酸素を産生することが明らかになっ

ている（Zaidmanら2005，Adachiら2004）．

　このような免疫賦活作用を期待して，これまでに

シイタケ（加n枷鰐鰯o虎3）由来のβ1－3，β1－6D一

グルカンであるレン〆チナン（Lentinan），カワラタ

ケ（Co7’01㍑svθ漉oolo7）由来のβ！－4，β1－3，β1－6

D一グルカンであるクレスチン（PSK』
（polysaccharide－K）），スエヒロタケ（Soh耀ρρhッ伽吻

oo〃7〃2伽ε）由来のβ1－3，β1－6D一グルカンである

シゾフィラン（Schizophyllan）等の生体応答調節剤

（Biologica1ResponseModiHers，BRM）が開発され，

臨床試験が行われた（Kidd2004，水野1989）．そ

の結果，これらのβ一グルカンは単独ではほとんど

0369－5247／07／￥500／1論文／JCLS
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抗がん作用を示さないこと，しかし副作用が少なく，

化学療法剤や放射線治療との併用により延命効果

を高めること等が明らかになり，現在では，特定の

限られたがんと治療法の組み合わせに対して併用

されている．

3．きのこステロール類の
　　　　がん抑制効果

　菌類であるきのこには，テルペノイドやステロイ

ド等，有毒成分も含めて多数の特徴的な低分子化合

物が含まれており，’n　vi～roにおいてがん細胞の増

殖抑制効果を示す成分も報告されている（Mi皿mo

1993，Zaidman2005）．われわれは，きのこ抽出物

がHL60白血病細胞に及ぼす影響を検討し，コウタ

ケ（So70040nαsp7α珈3）のアセトン抽出物が強い

HL60細胞増殖抑制効果およびアポトーシス誘導効

果を示すことを明らにした（図1，図2A）．また，

エノキタケ，エリンギ等の広く流通しているきのこ

の抽出物について検討した結果，ブナシメジ
（伽3面g欝〃2躍醒07ε㍑3）の抽出物が強いアポトー

シス誘導効果を示すことが明らかになった（図2B）．

さらに，コウタケ抽出物よりHL60細胞アポトーシ

ス誘導効果を示す成分を精製した結果，エルゴステ

ロールパーオキサイド（ergosterolperoxide（5α，8

α一epidioxy－22E－ergosta－6，　22－diene－3β一〇1）　）お

よび9，11一デヒドロエルゴステロールパーオキサイ

ド（9，11－dehy（1roergosterol『peroxide（5α，8α

一epidioxy－22E－ergosta－6，9（11），22－trien－3β一〇1））

が主な活性成分であることが明らかになった（図3）

（Takeiら　2005，　K．obohら　2006）　．

　きのこに含まれるステロイド類は抗酸化性，抗炎

症作用およびがん細胞増殖抑制効果等の機能性を

示すことが報告されている．菌類のステロールであ

るエルゴステロール（ergostero1）はきのこの細胞壁

に多量に含まれており，ビタミンD2に変換される

ことが知られている．ビタミンD2は前立腺がんや

大腸がんの予防に有効であることが報告されてい

る（Liuら2003，Guytonら2003）．エルゴステロー

ルに比べてはるかに含量は少ないが，エルゴステ

ロールパーオキサイドもさまざまなきのこに含ま

れている（Yaoitaら2002，Bokら1999）。エノレゴ

ステロールパーオキサイドはがん細胞の増殖を抑

制すること等が報告されているが，作用機構を含め

た詳しい生理機能は明らかになっていなかった

（Bokら1999）、われわれは，HPLCにより98％

以上の純度に精製したエルゴステロールパーオキ

サイドを各種がん細胞および正常細胞である線維

芽細胞の培養上清に添加して24時間培養し，これ

らの細胞の増殖に及ぽす影響を検討した結果，エル

ゴステロールパーオキサイドはHL60細胞の増殖抑

制効果を示すが，他のがん細胞の増殖抑制効果は比

較的低いことを明らかにした，また，同様にシリカ

ゲルカラムクロマトグラフィーおよびHPLCによ
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図1　きのこのHL60白血病細胞増殖抑制効果

きのこ抽出物（100μg／mL）をHL60細胞の培養液中に添加

して24時間培養した後，細胞数を測定した．

A

ブナシメジ酢酸エチル画分

　　　（μ9／mL）
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　図2　コウタケおよびブナシメジのHL60
　　　白血病細胞アポトーシス誘導効果
（A）コウタケのアセトン抽出物により誘導された核の断

片化．（B）ブナシメジのアセトン抽出物を分画して得た

酢酸エチル画分により誘導されたDNAの断片化．
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図3エルゴステロールパーオキサイド（A）
　　およびエルゴステロール（C）の構造
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9，1／一デヒドロエルゴステロールパーオキサイド（B）

り精製したエルゴステロールおよび9，11一デヒドロ

エルゴステロールパーオキサイドのHL60細胞増殖

抑制効果をエルゴステロールパーオキサイドと比

較したところ，エルゴステロールは増殖抑制効果を

示さず，また9，11一デヒドロエルゴステロールパー

オキサイドはエルゴステロールパーオキサイドよ

り高い増殖抑制効果を示した（図4）．このことは

エルゴステロールパーオキサイドの増殖抑制効果

にはパーオキサイド部分の構造が関与し，また，

9，11位の2重結合により増殖抑制効果がさらに高

くなることを示している。

　経口投与したエルゴステロールは腸管からほと
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図4　エルゴステロール，エルゴステロールパーオ
　　キサイドおよび9，11一デヒドロエルゴステ
　　ロールパーオキサイドがHL60白血病細胞の
　　増殖に及ぼす影響
エルゴステロール（○），エルゴステロールパーオキサイ

ド（▲）または9，11一デヒドロエルゴステロールパーオキ

サイド（□）をHL60細胞の培養液に添加して24時間培
養した後，WST－1法を用いて細胞のバイアビリティを測
定した．

んど吸収されず糞便中に排出されるため，エルゴス

テロールに類似した構造を示すエルゴステロール

パーオキサイドや9，11一デヒドロエルゴステロール

パーオキサイドはとくに大腸がんに影響を及ぼす

かもしれない（Tsugawaら1992）．われわれは，

エルゴステロールパーオキサイドおよび9，11一デヒ

ドロエルゴステロールパーオキサイドが線維芽細

胞であるWI38細胞の増殖に影響を及ぼさない濃度

で，HT29大腸がん細胞の増殖を抑制することを明

らかにした（図5）（Koboriら2006，Koboriら2007）．

さらに，エルゴステロールパーオキサイドを添加し

て培養したHT29細胞の遺伝子発現をDNAマイク

ロアレイを用いて解析し，コントロールの無処理の

細胞と比較した結果，酸化ストレス誘導性遺伝子の

発現が誘導されること，および転写因子STAT－1を

介した炎症性遺伝子の発現が抑制されることが明

らかになった（Koboriら2007）．またエルゴステ

ロールパーオキサイドはHT29細胞の細胞内活性酸

素種を増加させたことから，細胞内の活性酸素種の

増加を介して酸化ストレスを誘導し，がん細胞の増

殖抑制効果を示すと考えられた．一方，炎症性遺伝

子の発現抑制はエルゴステロールパーオキサイド

が大腸において炎症抑制効果を示すことを示唆し

ている．STAT－1で制御される炎症性遺伝子の発現

抑制も，細胞内活性酸素種の増加により起こると考

えられる．

　炎症の抑制は炎症性疾患や発がんを抑えること

が明らかになっている（lrzkQwitzら2004）．また，

エルゴステロールパーオキサイドおよびエルゴス

テロールは比較的高濃度の15～60μMで，
RAW264。7マウスマクロファージ細胞にバクテリ

アのリポ多糖（lipopolysaccharide：LPS）で誘導さ



818 農業および園芸　第82巻　第7号　　（2007年）

一●一　HT29cells　一〇一　WI38cells

の

お　150
冒
り

ぷ
ヤ
準　100

瓢
』

区
ヤ

K
e　50
浬
累

0
0　　　　　　5　　　　　　10　　　　　　15

　エルゴステロールパーオキサイド（μM）

の

お　150

5
の

器
イ
t卜。100

ロ
知
ト
＼’，

ゆノ

＼　　50e
型
累

0
0　　　　　　　5　　　　　　10　　　　　　15

9，11一デヒドロエルゴステロールパーオキサイド（μM）

図5エルゴステロールパーオキサイドおよび9，11一デヒドロエルゴステロールパーオキサイドはWI38ヒト線維
　　芽細胞の増殖に影響を及ぼさない濃度でHT29ヒト大腸がん細胞の増殖を抑制する．　（＊p〈0．01無処理の
　　コントロールに対して有意に抑制された）

●細胞の生存率　　團炎症性サイトカインTNFaの産生量
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図6　エルゴステロールパーオキサイド（A：ergosterol　peroxide）およびエルゴステロール（B：ergostero1）は

　　RAW264．7マクロファージ細胞にバクテリアのリポ多糖（LPS）で誘導される炎症性サイトカインTNFα
　　の産生を抑制する．

れる炎症性サイトカインの産生を抑制した（図6）

（K．oboriら2007）．このことから，エルゴステロー

ルの構造がマクロファージを介した炎症に抑制的

に作用すると考えられた。

　これらの結果から，きのこに含まれるエルゴステ

ロールパーオキサイドは，パーオキサイドの構造を

介した大腸がん細胞増殖抑制効果および炎症抑制

効果と，エルゴステロールの構造を介したマクロ

ファージの炎症抑制効果を示すことが示唆された

が，これらの効果は比較的弱いものであった．ヌー

ドマウスの皮下にHT29大腸がん細胞を投与した後，

精製したエルゴステロールパーオキサイドを200～

300g／匹の濃度で週3回，2週間，皮下に投与して，

がん細胞により形成される腫瘍の体積および重量

を測定したが，腫瘍形成の抑制効果は認められな

かった。

　一方，ブナシメジのアセトン抽出物は経口投与す

ることによって，HT29細胞によりマウスに形成さ

れた腫瘍の重量および体積を抑制した．ブナシメジ

の抽出物よりがん細胞増殖抑制効果を示す成分の

単離を試みた結果，コウタケより低い収量でエルゴ

ステロールパーオキサイドが精製された．また，そ
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の他にもがん細胞増殖抑制効果を示す成分が複数

含まれていることが明らかになっており，まだ構造

は明らかになっていないが，エルゴステロールパー

オキサイドより低濃度で，HL60細胞，HT29細胞お

よびB16マウスメラノーマ細胞等のがん細胞の増

殖を抑制し，WI38線維芽細胞の増殖は抑制しない

ステロール化合物も精製されている。

　きのこに含まれるエルゴステロールパーオキサ

イドはがん細胞の増殖を抑制し，今回，その作用機

構が明らかになったが，精製したエルゴステロール

パーオキサイドのがん抑制効果は低く，ブナシメジ

にはより効果の高いステロール化合物が含まれて

いた．これらのステロール化合物がヒトにおいてが

んの予防や抑制に有効であるかどうかは不明であ

るが，きのこの摂取ががん予防に有効であるとすれ

ば，多糖類のみでなく，これらのステロール化合物

もその効果に寄与するものと考えられ，より効果の

高い化合物の解明が期待される．一方，安全性の確

認もまた重要なテーマであり，きのこおよびきのこ

ステロール化合物のがん抑制効果を明らかにする

ためには，副作用も含めた作用および作用機構の解

明が必須である．
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