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抄　録

目的：タモギタケ抽出物のカンジダに対する抗菌効果と上皮細胞のβディフェンシン

(hBD) の発現上昇効果の有無について検討した。

方法：抽出物を添加した液体培地におけるC.albicans の増殖率を吸光度測定法にて観察し

た。また上皮細胞の培養液へ抽出物を添加し、一定時間培養後のhBDのmRNA発現変化を、

定量的 RT-PCR 法にて観察した。

結果：タモギタケ抽出物の添加により、C.albicans の増殖の抑制が認められた。上皮細胞に

おける検討では、βディフェンシン 2(hBD-2) および 3(hBD-3) の mRNA 発現の上昇が認

められた。またタモギタケより精製したエルゴチオネインの添加により、βディフェンシ

ン 1(hBD-1)、-2 および -3 の発現上昇がみられた。

結論：タモギタケ抽出物は、C.albicans の増殖抑制効果を有すること、また上皮細胞からの

hBDの発現上昇作用を有することが示唆された。

Key	words：beta-defensin,	Keratinocyte	 ,	 Tamogitake	mushroom,	 ergothioneine,	

Antifungal	activity
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緒　言

　タモギタケ (Pleurotus	cornucopiae) は、主に北海道お

よび東北に天然分布する食用の茸であり、初夏から

秋にかけてニレ類を主とする広葉樹の伐根や倒木か

ら発生する。北海道では昭和 40年代後半から施設栽

培が開始され、北海道立林産試験場で開発された品

種によって、国内生産量の 8割程度が生産されるま

でになっている。近年ではタモギタケは食材として

のみならず、乾燥粉末や抽出物にされ、健康補助食

品や機能性食品としても利用されている。動物実験に

おいて、抽出物に抗腫瘍作用 1)、血圧降下作用 2)、血糖

値上昇抑制作用 3) が確認されており、ヒトでの経口摂

取でも、NK活性を上昇させ抗癌剤による免疫抑制を補

完する可能性が示唆されている 4)。キノコ類には、抗

菌効果を示すもののあることと 5)、上皮細胞が産生す

る抗菌ペプチドβディフェンシンは、キノコ類にも

多量に含まれるβ - グルカンの刺激により TLR2 を介

して発現が上昇することから 6)、タモギタケの抽出物

にも抗菌効果やβディフェンシンの発現が上昇する

可能性が考えられる。

　βディフェンシン	(hBD)	は上皮細胞から産生され

る広域スペクトラムを有する抗菌ペプチドの一種で

ある。口腔内では、歯周病原菌、う蝕原因菌はもと

より 7)、カンジダを初めとした真菌 8)、ウイルス 9) に



日本口腔検査学会雑誌　第 5巻　第 1号：	　　　			,	2013

13

も効果を示すことが明らかになっている。口腔粘膜

上皮での発現も明らかとなっており、口腔粘膜の感

染防御機構に重要な役割を担っていることが知られ

ている。hBD にはいくつかのタイプのものがあり、

hBD-1、-2、-3 はその発現調節機構や役割について詳

細な検索が行われてきている。一般に、hBD-1 は恒

常的に発現しており、hBD-2 と -3 は微生物またはそ

の成分、炎症性サイトカインなどにより発現が誘導

されることが知られている 10)11)。

　カンジダ菌は口腔常在菌であるが、免疫機能の低

下時の日和見感染の原因となるのみならず、ドライ

マウスや義歯清掃不良などの口腔環境の僅かな変化

によっても増殖し、カンジダ性口内炎や舌痛の原因

になることがある 12)13)。カンジダ菌の増殖の際には、

抗真菌薬が使われるが、増殖予防のための素材の開

発が望まれる。

　そこで、本研究では、タモギタケがカンジダ菌増

殖予防のための素材となりうるか否かをについて検

証するために、タモギタケ熱水抽出物のカンジダに

対する直接的な抗菌効果と、上皮細胞のβディフェ

ンシンの発現上昇効果について検討した。

材料および方法

1．タモギタケ熱抽出物の調整

　人工栽培されたタモギタケ子実体を 5倍量の沸騰

水に 10分間浸漬し、得られた抽出液を減圧濃縮して

固形分 2.5% の濃縮液を得た。濃縮液を 120℃、2気

圧、15分間加熱殺菌処理し、タモギタケ熱水抽出物

(Bio) とした。またタモギタケ抽出物中の有効成分の

検討として、茸由来βグルカンとしてスエヒロタケ

由来βグルカンであるソニフィラン	(Soni)(科研製薬，

東京 ) を用いた。またタモギタケ由来エルゴチオネイ

ン (EGT) を、Bio より活性炭カラムを用いて精製し、

これを得た。

2．抗カンジダ菌効果の検討

　抗カンジダ効果は、吸光度測定法により Candida	

albicans の増殖抑制効果を測定することにより検討し

た。Candida	albicans には ATCC90028 株 ( 関東化学，

東京 ) を用い、6 ウェルプレート中 ( 旭テクノグラ

ス，千葉 ) の BHI 液体培地 (MERCK 社，Darmstadt，

GER) に播種し、6%、8%および 60%の各濃度のタモ

ギタケ熱水抽出物を培養液に添加した。それぞれの

添加量と同量の滅菌蒸留水を添加したものを control

とした。25℃にて16時間培養後、分光光度計(Bio-Rad

社，CA,USA) を用いて波長 600nmにおける濁度を測

定することにより、液体培地中のカンジダ菌の増殖

を測定した。

表1　定量的 RT-PCR に用いたプライマー

TaqMan	Gene	Expression	Assays Assay	ID
hBD-1 Hs	00608345_m1
hBD-2 Hs	00823638_m1
hBD-3 Hs	00218678_m1
GAPDH Hs	99999905_m1

図 1　吸光度測定法によるタモギタケ熱水抽出物の抗カンジダ
効果測定の結果
16 時間培養後の結果において、タモギタケ熱水抽出物の添加
により control と比較し 6%濃度では約 92%、8％濃度では約
82%、60％濃度では約 58～ 71%の増殖率であった。
(	*P<0.05　	Mann-Whitney の U検定 )
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図 2
タモギタケ熱水抽出物の HaCaT 細胞培養液への添加による
hBD発現量の変化
タモギタケ熱水抽出物の添加により、表皮角化細胞株における
濃度依存的な hBD-2 および hBD-3 の mRNA 発現の上昇が認め
られた。
(	*P<0.05　	Mann-Whitney の U検定 )
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3．細胞培養

　上皮細胞での hBD-1、-2、-3 の発現変化の検討

において、Bio およびβグルカンにおける検討では

ヒト表皮角化細胞株である HaCaT を用いた。2%

ペニシリン‐ ストレプトマイシン，10%FBS 含有

Dulbecco's	Modified	Eagle's	Medium	(DMEM)(	Sigma-

Aldrich 社，MO，USA) にて、37℃、5%CO2 の環境

下で培養した。また EGT における検討では、ヒト

歯肉上皮前駆細胞 (HGEP)（CELLNTEC 社，CA,USA)

を用い、CnT-24 メディウム (CELLNTEC 社 ) にて、

37℃、5%CO2 の環境下で培養、継代 5代目を実験に

用いた。

　Bio の効果の検討では HaCaT の培養液に Bio を

0.5%、5%、10% および 25% の濃度で添加し、2 時

間培養した。βグルカンの効果の検討では、HaCaT

の培養液に Soni を 1 μ Mおよび 10 μ Mの濃度で

添加し、24 時間培養した。EGT の効果の検討では、

HGEP の培養液に EGT を 0.1mM、1mMおよび 5mM

添加し、2時間および 24 時間培養した。Bio、Soni、

および EGT どちらにおいても溶媒である滅菌蒸留水

を、試薬添加量と同量添加したものを control サンプ

ルとした。

4．定量的 RT-PCR

　HaCaT 細胞および HGEP 細胞に RNA 抽出用薬

剤（Trizol	Reagent，Invitrogen 社，CA，USA） を

加え、total	RNA を抽出した。得られた total　RNA

は Oligo(dT)12）ー 18）プライマーおよび Superscript	

reverse	transcriptase(Invitrogen 社 ) を用いて逆転写

を行った。得られた cDNA は、TaqMan プライマー

プローブセット (Applied	Biosystems 社，CA,USA)( 表

1) お よび TaqMan	Universal　Master　Mix(Applied	

Biosystems 社 ) を使用し、Gene	Amp	5700	Sequence	

Detection	System(Applied	Biosystems 社 ) にてmRNA

の発現変化を定量した。内在性 control にはヒト

GAPDHを control とし、解析には⊿⊿ Ct 法を用いた 14)。

5．細胞内伝達経路の検討

　HGEP 細胞における EGT による hBD の発現変化

における細胞内伝達経路を検討するために、阻害

剤の有無による発現変化の比較を行った。培養液

への EGT の添加に先立って、p38	MAPK 阻害剤と

し て SB203580(MERCK 社 )、JNK 阻 害 剤 と し て

SP600125(AG	scientific 社，CA,USA) の各経路の阻

害剤を添加し、1時間プレインキュベートした後に

EGT を 1mM添加、24 時間後に定量的 RT-PCR にて

mRNAの発現変化を測定した。

6．統計学的手法

　統計分析は、統計ソフト PASW	Statistics	18	

(IBM,NY,USA)	にてMann-WhitneyのU検定を行った。

有意差は危険率 5%以下とした。

結　果

1．タモギタケ熱水抽出物のカンジダ菌増殖抑制効果

の検討

　Bio のカンジダ菌培養液への添加において、control

と比較し濃度依存的なカンジダ菌の増殖抑制効果が

みられた。Bio の添加により 16 時間培養後の結果に

図 3　βグルカンの添加によるHaCaT 細胞における hBD の発
現変化
Soni の添加による、表皮角化細胞株における hBD の mRNA 発
現の変化は認められなかった。
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おいて、control と比較し 6% 濃度では約 92%、8%

濃度では約 82%、60% 濃度では約 58～ 71% の増殖

率であった (n=3)( 図 1)。

2．タモギタケ熱水抽出物、β - グルカンおよびエル

ゴチオネインの hBD発現増強効果の検討

　Bio の、HaCaT 細胞培養液への添加によって、添加

後 2時間で hBD-2 および hBD-3 において、濃度依存

的なmRNAの有意な発現増強作用がみられた ( 図 2)。

尚、hBD-1 においては、有意な発現の変化はみられ

なかった。(data	not	shown)

　Soni の、HaCaT 細胞培養液への添加によって、添

加後 24 時間においてすべての濃度において、hBD-

1、hBD-2 および hBD-3 のいずれにおいても有意な

mRNAの発現変化はみられなかった ( 図 3)。

　EGT の、HGEP 細胞培養液への添加によって、す

べての濃度の添加後 24 時間後において、hBD-1、

hBD-2 および hBD-3 の mRNA の有意な発現増強作用

がみられた ( 図 4)。

3．エルゴチオネインによる hBD 発現増強作用の細

胞内伝達経路の検討

　各種の阻害薬の添加により細胞内伝達経路の検

討を行ったところ、EGT による hBD の発現上昇は、

hBD-1 において P38	MAPK 阻害および JNK 阻害に

より hBD-1 の発現上昇の消失が認められた。また

hBD-2 においては P38	MAPK 阻害のみで発現上昇の

低下が認められた。hBD-3 においては発現上昇の低

下は認められなかった ( 図 5)。

考　察

　本研究では、タモギタケ熱水抽出物がカンジダ菌

に対して直接的な抗菌作用を示すことと、hBD-2 お

よび -3 の発現を上昇させることが明らかとなった。

hBD-2 および -3 には抗カンジダ効果のあることも明

らかとなっていることから 8)、タモギタケ熱水抽出物

は、カンジダ菌に直接的に作用するのみならず、上

皮細胞の hBD-2 および -3 の発現上昇を介し間接的に

もカンジダの増殖を抑制することが示唆された。

　抗菌効果を示すキノコ類の中でシイタケでは、レ

シチンに抗菌効果があるとされているが 15)、その他

のものでは抗菌効果のメカニズムの詳細は明らかと

なっていない 16) － 18)。本研究での、タモギタケの直

接的な抗カンジダ効果のメカニズムも不明であり、

さらなる検討が必要である。

　タモギタケがキノコ類の中で最も多い含有物にエ

ルゴチオネインがある。シイタケの約７倍の含有率

と言われており 19)、βグルカンと並んでタモギタケ

の主成分といわれており 19)、抗酸化作用が強いこと

から抗腫瘍やアンチエイジングへの応用が期待され

ている 20)。そこで、タモギタケから抽出されたエル

ゴチオネインと、βグルカンが hBD の発現を上昇さ

せるか否かについて検討した。その結果、エルゴチ

オネインでは hBD-1、-2，-3 のいずれにおいても 2

時間では発現の上昇はみられなかったものの、24時

間でいずれの濃度においても有意な発現上昇が確認

された。タモギタケ熱水抽出物で hBD-2，-3 の発現
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図 4　エルゴチオネインの添加による HGEP における hBD の
発現変化
EGT の HGEP 細胞培養液への添加によって、添加後 24時間に
おいて、hBD-1、hBD-2 および hBD-3 の mRNA の有意な発現
増強作用がみられた
(	*P<0.05　	Mann-Whitney の U検定 )
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上昇の少なくとも一部にエルゴチオネインの効果が

関与していることが示唆された。hBD-1 は上皮細胞

で恒常的に発現しているものの、hBD-2、-3 は感染

や炎症性刺激によって発現が上昇することが広く知

られている 10)11)。細菌感染による hBD-2、-3 の発現

上昇は TLR2 を介し 21)	22)、真菌では Dectin-1 レセプ

ターを介して同様な反応を示すと言われている 23)。

タモギタケのもう一つの主成分であるβグルカンは

TLR2 と Dectin-1 レセプターのリガンドとなりうる

ことから 24)、タモギタケ熱水抽出物による hBD-2、

-3 の発現上昇に含有しているβグルカンが関与して

いることが推測された。しかしながら、βグルカン

により hBD-2、-3 の発現上昇は確認されず、タモギ

タケ熱水抽出物による hBD-2、-3 の発現上昇にβグ

ルカンの関与は少ないものと思われた。

　タモギタケ熱水抽出物では、hBD-1 の発現上昇は

確認されなかったものの、エルゴチオネインでは、

BD-2、-3 以外に hBD-1 の発現の上昇も確認された。

このことから、タモギタケ熱水抽出物でも hBD-1 の

発現が上昇しているもののその程度は僅かであるか、

抽出物中に hBD-1 発現上昇の阻害因子のあることが

推測される。この点については更なる検討が必要で

ある。hBD-1 の発現が上昇する因子として、IFN- γ

などのサイトカイン 7) や、表皮角化細胞の分化が上

げられている 25)。病原細菌の感染による hBD-2 の発

現上昇では転写因子 NF-kB が重要な役割を担うが、

hBD-1 や -3 の発現上昇や、他の因子による hBD-2 の

発現上昇にはMAP	kinase	(MAPK) が中心的役割を

担うことから 26) － 29)、MAP	Kinase	inhibitor	を用い

て、エルゴチオネインによる hBD-1、-2 の発現上昇

にMAP	Kinase が関与しているか否かについて検討

した。その結果、hBD-1 の発現上昇は p38MAP と

JNK を介しており、hBD-2 の発現上昇は p38MAPK

を示唆する結果となっていた。hBD-3 はいずれの

inhibitor によっても発現が抑制されず他の経路によ

るものと思われた。

　以上のことから、タモギタケ熱抽出物やタモギタ

ケ由来のエルゴチオネインは口腔粘膜でのカンジダ

の増殖抑制に寄与するものと考えられた。近年増加

傾向にあるドライマウス患者では、合併症として唾

液分泌量低下によるカンジダの増殖が多い。ドライ

マウス患者の対照療法として用いられる保湿剤等に

タモギタケの成分を含有することでカンジダの増殖

を抑制できるものと考えられる。また、hBD-1 は、

がん抑制遺伝子としての役割が示唆されていること

から 30)、エルゴチオネインによる hBD-1 の発現上昇

は抗腫瘍性の役割も担う可能性が示唆された。
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