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Ⅰ．はじめに
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ディエーターであるエイコサノイドが過剰産生さ

Immunonutrition（免疫賦活栄養）とは、手術

れて炎症を助長する。このように、酸化ストレス

患者や外傷患者に対して感染症の発症予防や創傷

は細胞障害を惹起し、臓器障害の進展の要因とし

治癒の促進によって生体防御能を増強し、予後を

て重要な factor と考えられるため、これらの病態

改善させることを目的とした栄養法である。その

においては抗酸化物質も特殊栄養成分として位置

一つとしては、特殊栄養成分を強化して生体防御

づけるべきであると考えられる。抗酸化物質には

能や免疫能を増強させるものである。特殊栄養成

抗酸化ビタミン（Vit、E、C）をはじめとしてポ

分としては、アルギニン、グルタミン、n-3 系脂肪

リフェノールや CoQ10 などがあり、また抗酸化酵

酸、核酸や同化ホルモンである成長ホルモンや

素に必須の微量元素である亜鉛、銅、セレンやク

IGF-1 などがある。また、侵襲後早期の経腸栄養

ロムも重要と言える５、６）。

の実施や probiotics、prebiotics を投与すること

Immunonutrition に応用される特殊栄養成分

で腸管免疫能を健常に維持または強化させること

は、その作用機序により種々のものが存在し、そ

もこの範疇に入れられる。さらに、手術などの侵

れらの単独或いは複合補充について後述する多く

襲下において生体膜および生体内分子に傷害を与

の研究がなされてきたが、未だ十分とは言えず、

える酸化ストレスに対する抗酸化物質の投与も

今後もさらなる検討が必要と考えられる。また、

immunonutrition として捉えられる。

栄養法の選択、即ち、腸管が利用可能か否かに

生体に手術、外傷、熱傷等の侵襲刺激が加わる

よって生体の免疫能に大きな影響が及ぼされるた

と、炎症性サイトカインの産生を伴う炎症反応が

め、これらの点も併せて論じる必要がある。

起されるが、それに引き続いて抗炎症サイトカ

本稿では、生体の免疫能に影響を及ぼす栄養法

インの産生により組織修復がなされ、炎症は沈静

や特殊栄養成分について、上記の項目に触れなが

化する。しかしながら、感染などの侵襲が加わっ

ら Immunonutrition の考え方について紹介する。

た場合には、多臓器不全（以下 MODS）を併発し
て重症化する場合がある。感染などで炎症反応が

Ⅱ．Immunonutrition の歴史と臨床応用

過度になると、炎症性サイトカインの過剰産生に

中心静脈栄養（以下 TPN）は、経口摂取が不可

伴って活性酸素種の産生も高度となり、組織成分

能な症例に対する栄養補給法として１９７０年代には

の過酸化から組織の損傷が続発される。通常は、

本邦でも導入され、特に外科領域で消化器手術の

SOD などの生体内抗酸化酵素が活性酸素種を適

手術成績や術後の QOL の改善に多大な貢献をも

切に無毒化するが、過度の侵襲は酸化ストレス状

たらし、現在では広く普及している。しかしなが

態を亢進させ、脂質過酸化反応が連鎖的に進行し

ら、TPN は非常に強力な栄養補給方法ではある

て細胞障害が惹起されると考えられる 。さらに、

が、TPN 施行による腸粘膜の萎縮や腸管免疫能

過剰産生された活性酸素種はフォスフォリパーゼ

の低下といった問題点が明らかとなった。その後、

A2 を活性化して細胞膜からのアラキドン酸の遊

侵襲時の栄養法の相違による予後への影響や、早

離を促進し、アラキドン酸を基質とする炎症性メ

期経腸栄養によって侵襲時の生体防御能や免疫能

１
４）
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を修飾・増強する試みが実験的・臨床的になされ、

持っている。即ち、肝動脈経由の肝への栄養素の

経腸栄養（以下 EN）、特に侵襲後早期 EN が TPN

流入という、いわゆる非生理的な栄養素の投与経

に比べて感染症発症率を有意に低下させるなど、

路であり、同時に絶食に伴い門脈血流量は減少し

その有用性が明らかにされた 。また、熱傷など

ていることがまず挙げられる。次に、絶食そのも

の侵襲下におけるアルギニンや n-3 系脂肪酸など

のによる腸管粘膜の萎縮が問題となる。腸管絨毛

の単独投与による免疫能増強作用や創傷治癒促進

が萎縮すると、人体最大の免疫組織といわれる腸

作用が報告された

。１９９０年に入り、欧米では

管関連リンパ組織（GALT; gut associated lym-

前述の特殊栄養成分のうち、アルギニン、グルタ

phoid tissue）の機能、即ち生体防御上重要となる

ミン、n-3 系脂肪酸、核酸などを複合配合した経腸

Peyer 板における分泌型 IgA の産生能が低下し、

栄 養 剤、い わ ゆ る 免 疫 増 強 栄 養 剤（以 下 IED;

小児期では腸内細菌叢の変化に伴う経口免疫寛容

immune-enhancing enteral diet）を用いた多くの

能への影響が危惧される１８、１９）。腸粘膜の萎縮に伴

臨床研究が発表された。その中でもいくつかの

い腸管免疫能が低下すると、腸管内のエンドトキ

randomized clinical trial に基づく meta-analysis

シンやバクテリアが門脈血中、リンパ管、後腹膜

が報告され、EN による immunonutrition の効果

経由で全身に移行する、いわゆる bacterial trans-

として、外科手術患者においては感染性合併症と

location（以下 BT）のリスクも発生する。エンド

在院日数の有意な減少が認められている

。但

トキシンや細菌が門脈経由で肝に到達すると、肝

し、救急領域での重症 ICU 患者に関しては、感染

内で腫瘍壊死因子（Tumor Necrosis Factor 以下

性合併症の減少は得られておらず、生存率もむし

TNF）などの炎症性サイトカインの産生増加に伴

ろ低下が認められるとの報告があり、免疫能増強

い活性酸素やフリーラジカルが過剰産生され、こ

による炎症反応の過剰な亢進（炎症性メディエー

れらの処理にあたるが、過剰な活性酸素種は正常

ターの過剰産生などによる）により惹起された臓

な肝細胞や胆管細胞をも障害し、肝機能障害が惹

器障害の進行が危惧される

。従って、重症例

起される１９、２０）。さらに、TPN 組成に起因する種々

での immunonutrition の適応に関しては、今後さ

の合併症のリスクが生じる。即ち、適切な栄養ア

らなる検討が必要となる。

セスメントに基づく栄養管理、処方設計がなされ

７
９）

１０、
１１）

１２
１４）

１５、
１６）

本邦では、２
００２年にようやく IED が発売され、

ないと、栄養素の投与方法が非生理的であるが故

その臨床効果が集積され、検証されつつある。特

に胆汁うっ滞性肝障害や脂肪肝、胆石症などを来

に、定例手術症例に対する術前投与が盛んに行わ

す場合がある。また、たとえ耐糖能異常がなくて

れるようになり、徐々にその効果が明らかにされ

も、投与エネルギー（糖質）が過剰で高血糖を来

つつあるが、欧米のような大規模治験は行われて

すと、マクロファージの貪食能が低下することが

いない。

報告されており、免疫機能低下に伴う感染症の併
発が危惧される２１、２２）。これら問題点に対する対処

Ⅲ．TPN 管理の問題点

法として、腸粘膜萎縮に対しては栄養療法の適切
な選択（腸管機能が正常な場合の TPN の非実施）

１９９３年 A.S.P.E.N. のガイドライン では腸管が
１７）

使用できる限りは経腸栄養を実施すべきとしてい

と早期の経腸・経口栄養の開始、さらに TPN 実

る。経腸栄養は腸管を使った生理的な栄養管理法

施中でも食物繊維などの可及的な投与（経胃瘻・

であり、経腸栄養を実施することで腸管粘膜の構

腸瘻、場合によっては注腸で）を行うことが重要

造・機能が維持され、腸管免疫能も健常に保たれ

と言える。
以上より、健常な生体防御能を維持するために

て外界からの細菌およびエンドトキシンの体内へ

は EN が望ましいことに異論はない。

の進入を防止している。TPN は非常に有用な栄

では、EN の開始時期はどうだろうか？ Immu-

養管理法であるが、種々の実践上の問題点を併せ
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nonutrition を論じた海外論文では術後１２〜２４時

生が減少し、抗炎症作用や細胞性免疫能低下の抑

間以内に開始している例が多く、一方、４日目以

制作用が発揮される。Tashiro ら２５）は EPA の周術

降では効果はないとする報告もある２３）。Kompan

期の経腸投与が、術後の炎症性サイトカイン産生

ら は多発外傷患者を対象として ICU に入室後６

を抑制し、術後の免疫能低下をも抑制すると報告

時間以内に経腸栄養を開始した群と２４時間以降に

した。n-3 系脂肪酸を配合した経腸栄養製品の投

開始した群で比較検討を行った。ICU にて管理さ

与により、創感染率を低下させ入院期間を短縮す

れた日数および人工呼吸器装着時間について両群

るという報告や、細胞性免疫を高めるといった報

に差はなかったものの、早期に EN を開始した群

告がある２６）。n-6 系脂肪酸から産生される生理活

の方が腸管の透過性亢進を抑制し、また MODS

性物質は炎症を助長することが知られており、n-

の重症度が軽減されたことを報告している。

3 対 n-6 比率が重要で、日本人の栄養所要量では

２４）

以上のように、腸管が単なる栄養の消化吸収器

１：４が推奨されている。n-3 系脂肪酸を強化し

官ではなく、免疫に関して重大な役割を演じてい

た経腸栄養製品としては約１：０．
８〜１：３の比

ることが認識されるようになってきている。

率が採用されている。

本邦でも経腸栄養の有用性が認識されつつある

創傷治癒においても n-3 と n-6 の比率が重要と

が、消化管術後の早期 EN は未だ十分浸透してい

なる。n-3 系脂肪酸はマクロファージを活性化す

るとは言い難い。

ることによりコラーゲンの合成を増加させ、また
n-6 系脂肪酸は転写因子を活性化することにより

Ⅳ．Immunonutrients

細胞増殖を促進する。しかしながら、n-6 系脂肪
酸の比率が高いと炎症を助長し創傷治癒が遅れる

次に Immunonutrition の特殊栄養成分とその

ことが知られている２７）。また、n-3 系脂肪酸を強化

作用について概説する（Fig.１）。

した経腸栄養剤を投与すると血清中のジアミンオ
キシダーゼ（DAO; diamine oxidase）活性が増加
することも確認されており、腸管の機能維持にも
好影響を与える２８）。さらに、重症心身障害患者に
おいて酸化ストレスの軽減も確認されている２９）。
これは酸化ストレスに対する n-3 系脂肪酸の生体
膜安定化作用、抗炎症作用が関与したものと考え
ている。
また、疫学的には、n-3 脂肪酸の摂取による大腸
癌や乳癌の発癌抑制効果が報告されており３０）、ま
た基礎研究においても、DHA 投与による腫瘍血
１．n-3 系脂肪酸

管新生抑制効果や癌細胞へのアポトーシス（細胞

必須脂肪酸（多価不飽和脂肪酸）は n-6 系脂肪

死）誘導作用、発癌抑制作用、癌転移抑制作用が

酸と n-3 系脂肪酸との２つに分けられる。n-3 系

報告されている３１３３）。さらに、抗癌剤との併用に

脂肪酸はδ-6-desaturase との親和性が強いため、

よる副作用軽減効果や相乗効果も期待されている。

長鎖不飽和化反応において n-6 系列を抑制し、n-3
２．グルタミン

系のエイコサノイド産生が優先される。これに
よって、n-6 系のアラキドン酸由来の PGE2（強力

グルタミンはアミノ酸のうちで血中濃度が最も

な免疫抑制作用）、TXA2（血小板凝集、血管・気

高く、筋肉内遊離アミノ酸プールの６０％以上を占

管支収縮作用）、LTB4（炎症促進作用）などの産

め、臓器間の窒素トランスポーターの役目を果た
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していると考えられている。また、侵襲下ではグ

常、NO は微小循環の改善作用による臓器機能の

ルタミンは腸細胞や免疫担当細胞の機能維持に不

維持、保護作用を有し、また radical として細胞保

可欠なエネルギー源や窒素源としての作用を有す

護など生体防御作用を呈する。

る。グルタミンはその分子内に２個の窒素源を持

熱傷などの非感染性侵襲時におけるアルギニン

ち、この窒素源が核酸合成に利用されるが、これ

投与に関しては、動物実験で抗酸化酵素活性の増

はアルギニンの添加により促進される。グルタミ

強作用３７）、炎症性・抗炎症性サイトカインの抑制作

ンは侵襲時に低下する好中球の貪食能、殺菌能を

用３８） が報告され、臨床においても非感染性侵襲時

増強し、侵襲時に有利な影響を与えるとの報告３４）

における高濃度のアルギニン投与が、免疫担当細

があるが、マウス腸管の虚血再灌流モデルで、グ

胞の賦活作用、感染性合併症発症率の有意な低下

ルタミン投与により生存率が低下するとの報告

や死亡率の低下傾向など他の栄養基質に比べて優

もあり、過剰な侵襲下におけるグルタミン投与が

れていることが報告されている１４）。

３５）

アルギニンを介して NO 合成を促進させ、病態の
ｂ）感染性侵襲

悪化に繋がる可能性や、好中球などの免疫担当細
胞の過剰な活性化による SIRS の亢進が推察され

ラット敗血症モデルにおいては、アルギニン投

る。しかしながら、グルタミンは抗酸化作用を有

与が生体防御、創傷治癒、細胞増殖に不可欠な急

するグルタチオン合成にも必須であり、腸管の虚

性相タンパク、ヒドロキシプロリン、DNA と複合

血再灌流時に腸グルタチオン濃度の低下を抑制し

体を形成して存在するヒストンなどのタンパク合

たとの報告もある 。一方、重症肝障害や腎不全

成を促進する報告３９） がなされている。一方、モル

患者では窒素負荷の面から投与は避けるべきであ

モット腹膜炎モデルにおける高濃度アルギニンの

ると考える 。いずれにしても、重症例での投与

投与による生存率の低下も報告されている４０）。ま

は慎重を要すると考えられる。

た臨床においても、敗血症患者におけるＮＯの血

３６）

３４）

管拡張作用による循環虚脱 （septic shock）誘
３．アルギニン

導の可能性４１）、炎症性サイトカインによって産生

アルギニンは成長ホルモンやプロラクチン、イ

される活性酸素（superoxide anion）と NO との

ンスリンなど種々のホルモンの分泌を促進し、ま
た NO、核酸の前駆物質でもある。これらの作用

反応により過剰産生される、より傷害性の強い過
酸化硝酸塩（ONOO
；peroxinitrate）に起因し

を介して、或いは直接的に免疫能の賦活効果（T

た臓器障害の発生などが危惧されている。またア

cell の分化・成熟の亢進、機能改善作用）を有し、

ルギニンは、患者の病態および投与量により、そ

また蛋白合成を促進して創傷治癒を促進させる重

の効果には差があるとされている。篠沢らは腹部

要なアミノ酸である。

救急疾患および消化器術後患者において、NO は
比較的早期（２〜５日）には生体に有利に作用す

ａ）外科侵襲

るが、６日目以降で感染性侵襲により死亡した症

外科侵襲時には体タンパク異化に伴う窒素排泄

例では、むしろ不利となりうることを報告してい

のため、肝での尿素サイクルが活性化し、尿素サ

る４２）。従って、過剰侵襲である敗血症などの感染

イクルの中間体としてのアルギニン需要は増加す

性侵襲時におけるアルギニンを含む IED の投与

る。しかしながら、感染性侵襲である敗血症時に

は、炎症を助長し、感染病態や予後を増悪させる

は、TNF αや IL-1 などの炎症性サイトカインよ

可能性があるため禁忌とする報告もあり１７）、重症

り誘導された iNOS（inducible nitric oxide syn-

例に於ける immunonutrition のさらなる検討が

thase）によって、アルギニンは NO（nitric ox-

必要と言える。

ide；一酸化窒素）とシトルリンに変換される。通

４．核
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核酸は分子量数万〜数百億の高分子物質で、細

フィズス菌等によって選択的に資化され、Bifido-

胞の増殖、遺伝情報の伝達、蛋白質の生合成など

bacterium 優 位 の 腸 内 細 菌 叢 を 誘 導 す る

生命活動の最も重要な部分に関与する生体成分で、

（Prebiotics）
。これらの細菌によって食物繊維

リボ核酸（RNA）とデオキシリボ核酸（DNA）

から短鎖脂肪酸が生成される。短鎖脂肪酸は結腸

の２つの種類があり、あらゆる細胞に必須な物質

の主要なエネルギー源となると同時に、大腸内

である。侵襲期にはその需要が増加する。腸粘膜

pH を低下させて Clostridium などの腐敗菌の増

のような組織は、細胞回転が速く、遺伝情報の複

殖抑制による発癌抑制効果が期待される。また、

製や蛋白合成のための核酸がより必要になる。成

短鎖脂肪酸は抗炎症作用を有し、結腸内での短鎖

長期や侵襲下では外因性の核酸の利用が亢進し、

脂肪酸濃度の低下が認められる潰瘍性大腸炎など

合成に盛んに利用される。核酸と免疫については

では、注腸療法の有用性が報告されている４６）。結

リンパ球機能の正常化・活性化に有用であるとさ

腸から吸収された短鎖脂肪酸は、回腸や上行結腸

れている 。核酸は腸管からの吸収は少なく、静

に存在する L 細胞を刺激し、腸管粘膜の増殖ホル

脈から投与すべきであると考えられていたが、核

モン（エンテルグルカゴン）の分泌を促進し、同

酸を含んだ経腸栄養製品を使用した場合、感染症

時に神経性ペプチドの分泌も亢進させて、大腸や

発生率を下げ、入院期間を短縮させたとの報告も

小腸粘膜を増殖させる。これによって BT の発生

ある 。さらに、紫外線や活性酸素による遺伝子

が抑制されると考えられている。

４３）

４４）

の酸化損傷を抑制することが示唆されている 。

diamine oxidase（以下 DAO）は、ヒトでは小

核酸の副作用としては尿酸の上昇が考えられ、高

腸 の 絨 毛 上 部 に 活 性 が 高 く、ornithine decar-

尿酸血症の患者への投与は注意が必要である。

boxylase（ODC）と共にポリアミン代謝を調節し、

４５）

小腸粘膜の増殖を制御している。小腸組織中と血
５．食物繊維

中の DAO 活性の有意な相関が報告され、血中

手術や外傷などの侵襲下や、絶食下の中心静脈

DAO 活性が小腸粘膜の健常度の指標として有用

栄養療法の施行によって腸粘膜は萎縮する。腸管

とされている。抗癌剤による腸粘膜障害に起因し

は全身のリンパ系組織の約６０％を占める免疫臓器

た下痢等の腹部症状の発生はしばしば経験する消

であり、腸粘膜の萎縮は腸管免疫の低下による

化器合併症であるが、我々は、小腸粘膜障害の診

BT の発生を惹起させ、腸管のバリアー機能を破

断に血中 DAO 活性の測定が有用か、また水溶性

綻させる。経腸栄養療法は中心静脈栄養療法に比

食物繊維であるグアーガムが腸粘膜障害に有効か

べ生理的であると言われているが、食物繊維を含

否かについて研究を行った４７）。神経芽細胞腫の進

有しない経腸栄養剤では腸管への栄養効果が低く、

行症例（抗癌剤投与量が早期例の３〜４倍）で、

長期間の管理においては腸管免疫能の低下が危惧

抗 癌 剤 投 与１０日 前 よ り グ ア ー ガ ム 投 与 に よ る

される。そこで、特殊栄養成分の一つとして食物

preparation を行ったところ、preparation を行わ

繊維が注目されるようになってきた。

なかった早期例で認められた抗癌剤投与１日目の

食物繊維は大きく水溶性と不溶性に分けられる。

血中 DAO 活性の有意な低下が抑制された。以上

不溶性食物繊維は糞便量を増加させて腸管の蠕動

より、グアーガム投与は抗癌剤による腸粘膜障害

を亢進させ、便秘を改善させる。一方、水溶性食

を抑制し、小腸の integrity の維持に有効である

物繊維は糖質やコレステロールを吸着することに

と考えられた。

よりそれらの吸収を抑制し、糖尿病や高脂血症、
心血管系の患者に応用されている。水溶性食物繊

６．新たな Immunonutrients としての抗酸化物

維の中でも高発酵性のペクチンやグアーガム、さ

質

活性酸素（superoxide
（O・
））は生体内で好中
2

らにラクトスクロース等のオリゴ糖は、直接ビ
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球やマクロファージなどから産生され、殺菌や不
要なタンパク質の破壊などの役割を担い不可欠な
ものである。しかしながら、持続的な炎症の存在
により産生された炎症性サイトカインやリポ多糖
類（LPS）、紫外線などの種々の刺激は、細胞内で
活性酸素を過剰産生させる。
活性酸素の消去には、生体内におけるスカベ
ンジャーである superoxide dismutase（SOD）
や glutathione peroxidase,catalase などの抗酸化
酵素が重要な役割を演じる。これらはその活性や
安定性のため銅、亜鉛、マンガン、セレンなどの

写レベルで正に制御して多くの疾患の発生、増悪

微量元素や鉄が必須となる（SOD には細胞質中に

に関与する３、５０）。フリーラジカルの捕捉、安定化に

存 在 す る Cu，Zn‐SOD と ミ ト コ ン ド リ ア に

寄与する抗酸化物質は、この NF- κ B の活性化を

存 在 す る Mn‐SOD，細 胞 外 に 存 在 す る EC

制御し、炎症反応をはじめとする一連のカスケー

［extracellular］
-SOD の３種類が存在）。さらに

ドを抑制的に制御する可能性が期待されている５１）。

亜鉛は、自身が膜結合部位に存在する Cu や Fe

また近年では、高度侵襲下にある手術後患者でも

と置換されることによりそれら遷移金属依存性の

直接的な創部の損傷に加えて、炎症細胞や創部か

４８）

ラジカル反応を阻害することが示唆されている 。

ら産生される活性酸素種は、細胞膜中に存在する

また Jain ら は、クロムの投与は高濃度の糖下な

脂質ならびに酵素、構造蛋白質、DNA の過酸化を

らびに過酸化水素処理による酸化ストレス下の培

もたらし、組織損傷のさらなる悪化を引き起こす

養細胞中の TNF- α濃度およびその分泌を抑制す

と考えられている２、５２）。

４９）

ること、さらに過酸化脂質濃度の上昇をも阻止す

しかしながら、これらラジカルはビタミン C や

ることを明らかにしている。

E、CoQ10、カテキン、プロアントシアニジンなど

活性酸素は SOD によって過酸化水素に不均化

の抗酸化物の積極的な摂取によってその消去が可

され、glutathione peroxidase,catalase によって

能である。即ち、フェノール水酸基を持つポリ

水と酸素まで完全に消去されるが、過酸化水素は

フェノールは活性酸素種に水素原子あるいは電子

体内の Cu や Fe などの遷移金属を触媒として、

を供与することにより、自身はキノンとなってこ

ヒドロキシラジカルなどの別のラジカルに容易に

れらの物質を消去する。また、水溶性のビタミン

変化し、臓器障害発生の要因となる（Fenton 型

C と脂溶性のビタミン E はそれぞれ単独でも抗酸

Harber-Weiss 反応）
。細胞障害の主因と考えられ

化効果を示すものの、両ビタミンが共存した場合

るこれらラジカルに対する特異的な消去酵素は存

は相補的に作用して、お互いの抗酸化効果を高め

在せず、活性酸素・フリーラジカルによる連鎖的

ることが明らかになっている。すなわち、ビタミ

な脂質過酸化反応によって老化、動脈硬化、肝障

ン E は脂質抗酸化の際にラジカル化されるが、ビ

害、虚血再還流障害、糖尿病、白血病、肺気腫、

タミン C によって再度ビタミン E に還元されて抗

アレルギー疾患、発癌など、多くの疾患の発症や

酸化活性をもたらすこと、さらにこの相互作用は

その増悪が惹起されると考えられている（Fig．

溶液中のみならず、脂質リポソーム膜中にあるビ

２）。分子生物学的には、過剰産生された活性酸

タミン E と膜外にあるビタミン C とでも起こるこ

素が転写因子である nuclear factor- κ B（以下

とが確かめられている５３）。したがって、両ビタミ

NF- κ B）を活性化し、活性化された NF- κ B は

ンを併用して体外から供給することで有効な抗酸

炎症、免疫などに関与する多くの遺伝子発現を転

化作用が期待できると推察される。
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以上のように、疾患に関与する酸化的ストレス
を軽減するために、活性酸素種を消去する物質、
すなわち抗酸化作用を有する成分あるいはそれを
含む食品の積極的な投与が注目されている２、５、６、５２、５４）。
以上の観点から我々は、手術後の侵襲の軽減、
および生活習慣病の症状の軽減などを目的として
抗酸化を考慮した濃厚流動食（抗酸化流動食 Antioxidant diet：AO 流動食）を開発した。このもの

総
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は抗酸化作用を有するポリフェノールを配合し、
かつビタミン C、ビタミン E、微量金属などの抗

3

酸化栄養素を強化した新規な流動食である。今回、
本流動食の抗酸化活性（in vitro 試験）、ならびに
健常ラットおよび手術侵襲モデルラットを用いて、
本流動食の生体抗酸化作用ならびに抗手術侵襲作
用（in vivo 試験）を検討した。
ａ）抗酸化活性（in vitro 試験）
抗酸化活性は DPPH（1，1- ジフェニル-2- ピクリ
ルヒドラジル）ラジカル捕捉活性にて評価した。
DPPH は、比較的安定なラジカルを持つ物質であ
る。この物質はラジカル状態で５
２０nm 付近の極
大吸収を持つが、抗酸化物質による還元が起こる

３）。以上の結果から、AO 流動食は対照流動食や

とその吸光度が減少して紫色が退色していく。こ

市販飲料に比べて、強い抗酸化活性を有する流動

の変化を分光光度計にて定量することで、試料の

食であることが認められた。

抗酸化活性を測定することができる。抗酸化活性
ｂ）生体抗酸化作用ならびに抗手術侵襲作用（in

は、Trolox（6- ヒドロキシ-2、
５、
７、
８テトラメチル

vivo 試験）

クロマン-2- カルボン酸）を標準物質として用い、
Trolox 当量として表した。試料は、AO 流動食、

本来、過剰な活性酸素種は生体内に備わってい

対照流動食、抗酸化活性の強いとされる飲料（ト

る抗酸化システムにより無毒化され、組織損傷の

マトジュース、赤ワイン、緑茶抽出液）及び市販

悪化を未然に防ぐことができる。しかしながら、

牛乳を用いた。 尚、対照流動食は市販の IED を

手術侵襲下では活性酸素種の産生増大に伴って抗

用いた。AO 流動食および対照流動食の栄養組成

酸化システムがこれを十分に消去できない状態に

は Table1 に示した。

あり２）、これを補填する意味で抗酸化物質を積極

その結果、AO 流動食 1ml あたりのラジカル捕

的に体外から投与する試みが検討されている５２）。

捉活性は対照流動食に比べて約９倍高い値を示し

すなわち、抗酸化物質と重症外科患者との関係で

た。また、その活性はプロアントシアニジンを含

は、Bukan ら５５）は手術中の血中過酸化脂質濃度が

む赤ワインやカテキン類を含む緑茶に比べても高

低い患者ほど、その後の入院期間が短いことを、

い値を示し、同様に１日の摂取量を加味して換算

また Nathens ら５２） は、重症 ICU 患者ではビタミ

した場合でも１０倍以上もの高い値を示した（Fig．

ン C や E の早期からの投与は TNF αや IL-6 など
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炎症性サイトカインの肺胞中濃度を減少させて臓
器障害を軽減し、ICU の在院期間を短縮させると
報告している。ビタミン E やセレン、亜鉛の ICU
患者への投与はこれら成分の血中濃度を改善し、
グルタチオン・パーオキシダーゼ（glutathione
peroxidase：GSHPx）の活性上昇をもたらすこと
も報告されている。このように、抗酸化物質の投
与は手術侵襲後の酸化的ストレスを減じ、結果と
して各種症状の軽減や入院期間の短縮などが効果
として期待されている。
上記の報告を検証する目的で、AO 流動食を健
常ラット及び手術侵襲モデルラット（単開腹ラッ
ト）に投与し、生体抗酸化作用ならびに抗手術侵
襲作用を検討した。
６週齢の SD 系雄性の健常ラットに AO 流動食
を２８日間投与した結果（Table2）、血清αトコフェ
ロール濃度や総ビタミン C 濃度は対照群に比べて
有意な高値もしくは高値を示す傾向にあった。ま
た、同様に血清および肝臓中過酸化脂質濃度は対

る IL-6 の術後６時間の時点における血清濃度も

照群に比べて低値もしくは低値を示す傾向にあっ

低値を示した（Fig．５）。これらのことから、抗酸

た。これらの結果から、AO 流動食は抗酸化ビタ

化物質の投与は転写因子である NF- κ B の活性

ミンの良好な供給源となること、および抗酸化ビ

や炎症状態を抑制的に制御すること、またこれに

タミン濃度の上昇に伴って活性酸素種を消去し、

伴って肝臓機能障害も抑制する可能性が示唆され

結果として血清および肝臓中の脂質過酸化物を低

た。

下させることが示唆された。

なお、細胞性免疫能増強作用や強い抗炎症作用
を有するアルギニン、n-3 多価不飽和脂肪酸など
のいわゆる免疫栄養素の含有量は、対照流動食が
AO 流動食に勝っている（Table1）。しかしながら、
本研究では AO 流動食は手術直後の血清 IL-6 濃度
や AST 活性を有意に抑制した。炎症の病態下で
は炎症性サイトカインの増加に伴い酸化ストレス
の増強することが指摘されている。手術侵襲と酸
化ストレスのカスケードに関しては、炎症性サイ

次いで、単開腹手術ラットを用い、AO 流動食

トカインの増加に伴う活性酸素や誘導型一酸化窒

の抗酸化作用及び抗手術侵襲作用を検討した。

素合成酵素（iNOS）の活性化による一酸化窒素

AO 流動食の投与群では、血清過酸化脂質濃度が

（nitric oxide：NO）の産生増加、またヒドロキ

低値で推移し、活性酸素種の消去に有効であった
ことが明らかで、また術後の血清 AST 活性の上

シラジカル（・OH）や、より傷害性の強いペル
オキシ亜硝酸イオン（peroxinitrate：・ONOO
）

昇も抑制されていた（Fig．４）。さらに、AO 流動

の増加によって、生体膜や生体内分子の障害、さ

食の投与によって炎症性サイトカインの一つであ

らには臓器障害が惹起される。これらを防御する
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意味でも、免疫栄養素のみならず抗酸化栄養素の

疫 能 低 下 時（compensatory anti-inflammatory

投与は必須と考えられる。

response syndrome；CARS）には非特異的、特

以上の結果より、ポリフェノールを配合し、抗

異的免疫能免疫能増強作用を有するグルタミン、

酸化ビタミンおよび微量元素を強化した AO 流動

アルギニンの投与が有効と考えられる。従って、

食は抗酸化活性を有すること、また本流動食は健

SIRS 特に感染を伴った時期におけるグルタミン、

常ラットおよび手術侵襲モデルラットにおいて抗

アルギニンの投与は、非特異的免疫能の過剰な活

酸化作用、抗炎症作用などを持つことが明らかに

性化によって炎症反応の過剰亢進を来たし、その

なった。また、これまでの研究報告や今回の結果

結果として臓器障害の進行が危惧されるため注意

とも考えあわせると、AO 流動食は手術後、放射

を有する。従って、重症例に対する immunonu-

線治療および抗がん剤治療時などの高度侵襲時期

trition に関しては、IED の安易な投与は禁物と考

からの回復に効果があると期待された。

えられる。さらに、SIRS では酸化ストレスの制
御の有無が臓器保護の上で重要と考えられる。今

Ⅴ．Immunonutrition の評価と今後の展
開

後さらなる検討が必要となる。

欧米では IED を用いた多くの臨床研究が発表

以上、Immunonutrition に関する話題を述べて

さ れ、randomized clinical trial に 基 づ く meta-
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