
高齢者の食生活と免疫強化  

高齢社会に向けた食材の評価と設計～食品成分による高齢者の免疫機能調節  

 

近藤  雅雄  

１．高齢者の免疫機能の低下  

加齢に従って免疫機能が低下することは広く知られているが、高齢者では自然免疫系に

属するマクロファージや好中球の機能は低下せず、リンパ球からなる獲得免疫系の機能が

大きく低下する。この免疫の中枢である胸腺重量は思春期～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 1,2)。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 3～ 5）、この

ことはヒトにおいて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、加齢に伴って抗酸化酵

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 3）、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能力の低下が考えられる。そして、この酸化ストレスに

もっとも感受性の高い細胞が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ているこ

とから、高齢者の免疫能を強化・調節し、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。  

 

２．高齢者の免疫機能に影響を及ぼす食生活の解析  

 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。一方、饗場ら 3）は

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した結果、加齢に伴い

豆類・果実、海藻類、きのこ類などの摂取

量の増加していることを見出したが、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。さらに、

その摂取源について、食品群別摂取比率を

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１）

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
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算出し、年齢別に検討した結果、肉類と魚類の摂取量が加齢に伴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は日本人の健康長寿の一つの大

きな要因として考えられる。  

 

３．微量元素と高齢者の免疫機能  

 近年、微量元素は免疫機能の維持に重

要な役割を果たしていることが明らかに

されつつある。免疫および抗酸化の各機

能に影響を及ぼす微量元素量については、

健常者 170 例（年齢 20~70 歳代、男性

62 例、女性 108 例）の血液中の微量元素

量（Zn、Se、Cr、Mn、Ni、Cu, Co）の

測定結果、男性ではクロム (Cr)、マンガン (Mn)、セレン (Se)、女性では亜鉛 (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することが確認されている 6）。

Se は抗酸化酵素 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る。さらに、表１に示すように、

これら微量元素の血中濃度の不足と各種自覚症状の発現に有意な相関関係が認められた 6）。

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あるいは顕在的に不足

している可能性が高いものと推測される。すなわち、高齢者ではこれら微量元素を多く含

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。  

 

４．免疫強化食材の選別  

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微量栄養素

（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。  

表 2 は、32 種の抗酸化成分を、①試験

管内での活性酸素消去能（O・
２
－、・OH）

と②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

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 Cu、Se Zn、Cu、Mn

めまいがする Cu、Se、Ni Zn、Mn、Se

手足がしびれる Cu、Se Zn、Cu、Mn、Se

舌がもつれる Cu、Se Zn、Cu、Mn、Se

胸がしめつけられる Cu、Se Zn、Cu、Mn、Se

動悸がする Cu、Se Zn、Cu、Mn、Se

眠れない Se、Cu、Ni Cu、Mn、Se、Zn

（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）

表２　抗酸化成分の細胞内外での活性酸素消去能

O2
-消去能 細胞内ROS

分　類 成　分　名 の有無 消去能
Catechins Epigallocatechingallate ＋＋a ＋b

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

Flavones Apigenin ＋＋ ー
Luteorin ＋＋ ＋＋
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10μ M未満

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

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

d; O2
-あるいはROS消去能が認められない



種 (reactive oxygen species: ROS)の消去能について示したが、試験管内における抗酸化能

はいずれのフラボノイドにおいてもその効果が認められ、すでに報告 7）されているように、

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２より、酸化ストレス（X 線照射）を胸

腺細胞に与えた場合、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死抑制効

果を強く有しているのはルテオリン（図２）であった（ルテオリンの分析については、わ

れわれは UV 検出器を用いた高速液体クロマトグラフィー法によってルテオリンを含む約

40 種類のフラボノイドの自動分析法を開発した）。ルテオリンはモクセイソウから単離さ

れた黄色色素フラボノイドの 1 種で、ピーマン、セロリ、シソ、ブロッコリーなどに含ま

れ、その生理作用は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、抗

がん、抗アレルギー、抗酸化、免疫力の増加などの各種作用

が報告され注目されている 8～ 12）。このうち、抗がん作用につ

いてはルテオリンがデスレセプター関連因子の 1 種である

DR5(death receptor 5)を介したアポトーシスを引き起こす

という詳細なメカニズムが示されている 8）。近年、これらフラボノイドについての研究が

多く 13)、今後の研究が期待される。また、2003 年に米国よりフラボノイド（ルテオリン、

アピゲニン、テルセチン、ケンフェロール、ミリセチン、イソラムネチン、ヘスペレチン、

ナリンゲニン）の主要食品における含有量のデータベースが開示されている 14）。  

 

５．食生活と高齢者の免疫強化 ～ピーマン介入試験からの科学的根拠～  

われわれはルテオリンを多く含むピーマンの介入試験を行った 10)。すなわち、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）させたところ、

酸 化 ス ト レ ス の 指 標 で あ る 尿 中

8-hydroxy-2 ’-deoxyguanosine 

(8OHdG)およびポルフィリン酸化物

類の減少傾向を認め、さらに、血球内

thiobarbituric acid reacting 

substances (TBARS)、GPx 活性、SOD

の減少と、リンパ球サブセットおよび

リンパ球幼若化能が増加することを

各々証明した（表３）。これらの結果は、

ピーマンの継続摂取によって、生体内

図２．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



の抗酸化能および免疫能の強化が示唆された。抗酸化能については、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る。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は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

ることを示唆している。また、われわれはピーマン食摂取前後での、被験者の自覚症状を

調査した結果、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 (未発表 )。さらに、一日の栄養素摂取充足確率が上昇し、

とく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 10）。  

 

６．免疫機能調節およびその強化に対する高齢者の食生活のあり方への一提言  

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

米を中心とした日本型食生活に加

えて、細胞内外で抗酸化能力を発

現できうる抗酸化微量元素、ビタ

ミンやフラボノイドなどの微量栄

養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機能が

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・脳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る。

また、表４、５ 15,16)に免疫機能調

節に影響すると思われる主な食品

成分を挙げたが、この他にも多数

存在することが推測される。しか

し、高齢者への介入試験による科

学的根拠についての研究はあまり

なく、今後ニュートリゲノミクス

研究と同時にテーラーメード栄養

での個人を志向した研究が活発に成されるものと期待される。  

表４　野菜や果物などに多く含まれ、免疫機能調節およびその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）、TNF増強

　　　　　　　 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、抗酸化など（フ
ラボノイドの種類によって効果は異なる）

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

表５　免疫機能調節・強化に関与する主な食品成分

機　能 成　分 推定作用機構 分　布

免疫能活性化 キチン（キトサン） NK細胞増強 甲殻類

カゼインペプチド マクロファージ活性化 牛乳

グルシルリチン INF増強 甘草

抗ウイルス レンチナン INF増強(風邪防止） シイタケ子実体

抗エイズ チキンシスタチン ウイルス増強抑制 卵

オリザシスタチン ウイルス増強抑制 米

カラギーナン HIV感染防止 海藻

アルギン酸 HIV感染防止 海藻

細菌感染防止 ラクトフェリン 殺菌 牛乳

抗細菌毒素 ガングリオシド 殺菌 牛乳

抗アレルギー α -リノレン酸 PAF、ロイコトリエン生成阻害 シソ油

ギンコライド（テルペン類） PAF生成阻害 イチョウ葉

メチルカテキン 肥満細胞の活性化を阻害 茶（べにふうき）

リンゴペクチン ヒスタミン減少 リンゴ

五明紀春ほか著、“新訂食品機能論”、同文書院（２００６）
15)

より改変

その他、免疫強化に関与する食品成分としてアガリクス、エキナセア、エゾウコギ、キャッツ
クロー、シソ、フランス海岸松樹皮エキス、マカ、メシマコブ、乳酸菌、ビフィズス菌、クロレ

ラ、ドコサヘキサ塩酸、エイコサペンタエン酸、プロポリスなどが報告されている16）。



一方、寿命と食事との関連ではカロリー制限法（食物摂取量を標準の 30～40％減らす）

が寿命を延ばす最も有名な方法として知られているが、現在、そのメカニズムや寿命に影

響を与える各種遺伝子 17)の分子機序の研究が進んでおり、その解明が期待される。  
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