
 

COVID-19 患者の特定のサブセットにおける死亡率の上昇において免疫調節異

常が果たす役割と栄養補給を通してこれに抗するための免疫増強戦略 

 

 

 

背景：COVID-19 のパンデミックは、疾患の重症度が定まらない状態を引き起こしてきた。

年齢層の中でも、無症候性の症例もあれば、死亡率を大幅に引き上げる重度疾患を発症する

例もある。本稿では、有効な免疫化のためのワクチンや COVID-19に取り組む薬剤が現実味

を帯びていないという背景事情を踏まえ、上記のような対極的な相違に注目し、その原因を

探ることとした。そこで、栄養補給を含む単純な方策による免疫増強を通し、COVID-19に

抗するための戦略を検討した。 

考察：死亡率関連の共存症に関する文献検索を行った。この病態について、免疫のリザーバ

ーの排液を引き起こす可能性のある炎症性サイトカインを分析した。また、COVID-19に対

する防衛機構/免疫監視機構に必要な免疫マーカーも分析した。特に免疫を増強する栄養補

給剤の摂取を含む単純な手段を通して、COVID-19に抗する戦略を提案する。死亡率の上昇

と関連のある主な共存症には、心血管疾患（cardiovascular disease：CVD）、糖尿病、癌によ

る免疫不全状態、高齢の免疫系に伴う重度の腎疾患などがある。Aureobasidium pullulans 株

（AFO-202）ベータ 1,3-1,6グルカンを摂取すると、IL-8産生増強、sFASマクロファージの

活性、NK細胞の細胞毒性が補強されるが、これらはウイルス感染に対する主要な防御機構

である。 

結論：免疫調節異常のため COVID-19関連で死亡する傾向にある共存症を有する人は、免疫

系を強化する栄養補給剤を摂取することでベネフィットが得られる可能性が高い。我々は

AFO-202 ベータグルカンを検証する臨床試験を提案する。この試験は、的確なワクチンを

利用できるようになるまでは、AFO-202 ベータグルカンで過度の炎症状態を克服し、ひい

ては死亡率を低下させるという方法で、その有効性を証明するものである。 

 

キーワード：COVID-19、共存症、慢性腎臓病、栄養補給、AFO-202ベータグルカン 

 

緒言 

COVID-19 のパンデミックが進行中であるが、そのアウトブレイクは、2019 年の末に中

国・武漢市で始まった。COVID-19は新型のコロナウイルスに起因しており、世界保健機構
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（World Health Organization：WHO）が「2019年に発生した新型コロナウイルス」（SARSCoV-

2）と命名した。SARSCoV-2のゲノム配列は、2002 年と 2003 年に発生した重症急性呼吸

器症候群コロナウイルス（severe acute respiratory syndrome coronavirus：SARS-CoV）の

ゲノム配列と類似している（約 79%の相同性）。また、2012～2019 年にアウトブレイクが

発生した中東呼吸器症候群コロナウイルス（Middle East respiratory syndrome coronavirus：

MER-CoV）のゲノム配列とも類似している（約 50%の相同性）。コロナウイルス属は、コ

ロナウイルス科およびコロナウイルス亜科に属し、ゲノム配列と系統発生的関係に基づき 4

つの属（アルファコロナウイルス、ベータコロナウイルス、ガンマコロナウイルス、および

デルタコロナウイルス）から成る。SARS-CoV-2は、ベータコロナウイルス属に属している

（1、2）。 

2020年 5月 3日時点の WHO への報告では、COVID-19と確認された症例は 238,730例

の死亡を含め 3,356,205例である（3）。SARS-CoV-2の潜伏期は 3～6日、最長 14日である。

COVID-19の臨床徴候および症状は、高熱、乾性咳嗽、筋肉痛、呼吸困難、疲労、標準値以

下の白血球数、胸部 X線像で確定した肺炎のエビデンスなどである。SARS-CoV-2感染症で

あまり一般的ではない症状に、頭痛、腹痛、めまい感、悪心、嘔吐、下痢などがある。治療

面に関しては、現在 COVID-19に利用できる特異的療法はない（4）。軽度の徴候および症状

を有する患者には、アジスロマイシン、フルオロキノロン、アモキシリンといった肺炎用の

抗菌薬を投与する。COVID-19 の治療用として現在検証されているものは、抗ウイルス薬、

たとえばウイルスメチルトランスフェラーゼ阻害薬、ニタゾキサニド、ヌクレオチドのプロ

ドラッグである Remdesivir（GS-5734）、ロピナビルと併用するリバビリン、インターフェロ

ン療法、回復期血漿療法などである。致死率（case fatality rate：CFR）は、中国の 2.3%（診

断が確定した症例 44,672例中、死亡例は 1,023例）から英国の最高 15.80%まで報告されて

いる（4, 5）。特に、共存症のみられる患者は、免疫系の機能が低下した状態に起因する

COVID-19による死亡のリスクが高い（4）。ここでは、栄養補給に焦点を合わせ、共存症が

認められる場合の COVID-19の免疫系における影響と、免疫を強化する方法を示す。 

 

COVID-19と免疫系 

 

COVID-19 感染の特徴的な所見は、インターロイキン（interleukin：IL）-1β、IL-1Rα、

IL-2、IL-10、線維芽細胞増殖因子（fibroblast growth factor：FGF）、顆粒球マクロファージコ

ロニー刺激因子（granulocyte-macrophage colony stimulating factor：GM-CSF）、顆粒球コロニ

ー形成促進因子（granulocyte-colony stimulating factor：G-CSF）、インターフェロンγ誘導タ

ンパク質（ interferon-γ -inducible protein： IP10）、単球走化性タンパク質 -1（monocyte 

chemoattractant protein：MCP1）、マクロファージ炎症性タンパク質 -1α（macrophage 

inflammatory protein 1 alpha：MIP1A）、血小板由来増殖因子（platelet-derived growth factor：

PDGF）、腫瘍壊死因子（tumor necrosis factor：TNFα）と血管内皮増殖因子（vascular endothelial 
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growth factor：VEGF）など、さまざまなサイトカインの高値に特徴づけられる炎症誘発性の

状態である。さらに、IL-2、IL-10、G-CSF、IP10、MCP1、MIP1A、TNFα、および IL-6の

濃度が著しく高い場合は、集中治療室（intensive care unit：ICU）への入院を要する非常に重

篤な患者とされた。重要な点として、IL-6の値の上昇も死亡率の高さと相関している。重度

の COVID19 の場合、ナチュラルキラー細胞の減少―CD4+および CD8+ T リンパ球―およ

び CD4+細胞における IFNγ発現が認められ、そのほかにサイトカイン放出症候群により適

応免疫系が阻害されるが、これはリンパ球数と、IL-6、IL-10、TNFαの各値との逆相関に起

因している可能性がある（6-8）。別の報告では、CD4+ T細胞、CD8+ T細胞、B細胞、ナチ

ュラルキラー（natural killer：NK）細胞の数の急激な減少を伴うリンパ球減少は、重度 COVID-

19 患者に多くみられる特徴であることが報告され、これは比較的軽度の症例では観察され

なかった。なお、CD4+ T細胞、CD8+ T細胞、B細胞、および NK細胞の数は、回復した患

者または回復期にある患者においては正常化する。NK細胞および CD8+ T細胞を含む細胞

毒性リンパ球において、NKG2Aのような極度消耗のマーカーは、重症患者において上昇し、

COVID19から回復した後は正常値に戻った（9）。上昇する好中球・リンパ球比（neutrophil-

to-lymphocyte ratio：NLR）や、低下するリンパ球・C-反応蛋白質比（lymphocyte-to-C-reactive 

protein ratio：LCR）は、炎症過程の亢進を反映したものであるが、これらは重度 COVID-19

患者の予後不良を示唆することが報告されている（10）。 

したがって、要約すると、サイトカインストームにつながる炎症性の経路の場合、活性

酸素種とともに、IL-6、IL8、IL-1β、および GM-CSF のなどの炎症誘発性因子と、CCL2、

CCL5、IP-10、CCL3などのケモカインは、肺線維症や死亡に至る急性呼吸促迫症候群（acute 

respiratory distress syndrome：ARDS）の原因と考えられている。COVID19では、血清中の炎

症誘発性サイトカイン（IFN-γ、IL-1、IL-6、IL-12、および TGFβ）およびケモカイン（CCL2、

CXCL10、CXCL9、および IL-8）の高値は、合併症のない SARS患者に比べ、重症例で多く

検出されると報告されている（11）。また、3 つのサイトカイン（CXCL10、CCL7、および

IL-1受容体拮抗剤）の高値が持続することは、ウイルス負荷量の増加、肺機能低下、肺損傷、

致死的な転帰と関連があった（12）。この炎症誘発性サイトカインストームの抑制は COVID-

19 に抗するうえで不可欠と考えられるが、I 型インターフェロンや IL-7 などの一部のサイ

トカインはベネフィットをもたらすことが明らかにされている。現在、SARS-CoV-2に対す

る薬剤として IFN-αと IFN-βの有効性を検討する研究がいくつか行われているところであ

る。リンパ球減少およびリンパ球消耗が COVID-19の特質であることから、リンパ球増殖を

促進し T細胞消耗をおそらく回復させる主なサイトカインである IL-7は免疫系ホメオスタ

シスを元に戻すものとみなされている。 

興味深い点として、COVID-19 が軽度または中等度あるいはより重症度の高い患者の血

清において、さまざまな T 細胞サブセットの増加と分化を引き起こすサイトカインである

IL-2および IL-7が増加するが、これはリンパ球減少と T細胞消耗を回復させるための免疫

系による試みとして推測できた（13）。下方制御されるべき炎症誘発性サイトカインの概要

http://www.frontiersin.org/
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と、COVID-19に抗するために強化すべき有益な免疫因子を図 1にまとめた。 

 

心血管疾患の免疫系における影響と COVID-19 

中国では 2.3%の CFR が高血圧患者では 6.0%、糖尿病患者では 7.3%。心血管疾患

（cardiovascular disease ：CVD）患者では 10.5%まで上昇することが明らかになった（14）。

複数の研究から、基礎疾患として心血管並存疾患を有する患者は、ICU治療を要し急性呼

吸促迫症候群（ARDS）に似た合併症を呈する重度 COVID-19 感染のリスクが高く、死に

至るおそれがあることが報告されている。この機序は、このような CVD 患者の心血管予

備能の低下または不全状態をまねく。この状態は COVID-19に誘発される心筋梗塞によっ

て悪化し、そのために心筋の酸素要求量が増加し、虚血の悪化および壊死につながるか、

代謝の要求量が増加し、心不全と死亡につながる。COVID-19 感染は、抗しがたい免疫の

炎症反応とサイトカインストームのため心外傷を間接的に引き起こす。その他に提唱され

ている機序としては、SARS-CoV-2 ウイルスの浸潤と心筋細胞の直接的な損傷のほかに、

急性呼吸器の損傷により生じる心筋障害、心臓に表出するものであると同時に細胞内に侵

入する受容体として SARS-CoV2 が利用するアンギオテンシン変換酵素 2（angiotensin-

converting enzyme 2：ACE2）に関する別の重大なプロセスに起因する重度の低酸素により

生じる心筋障害がある（15）。COVID19例のサイトカインストームにおいて上昇するサイ

トカインのうち、IL-6は冠動脈心疾患（coronary heart disease：CHD）と最も強く関連する

サイトカインであるため重要である（16）。また、インターロイキン-1b（Interleukin-1b：IL-

1b）、腫瘍壊死因子（tumor necrosis factor：TNF）、および IL-17は、心血管で進行を抑える

可能性がある有効なターゲットであることも報告されている（16）。 

 

糖尿病の免疫系における影響と COVID-19 

Yang et al.によると、COVID-19により死亡した人のうち、22%に脳血管疾患が、また 22%

に糖尿病が認められた。COVID-19の確定診断を受けた患者 1,099例を対象としたある研究

では、重症の 173例のうち、共存症として高血圧が 23.7%に、糖尿病が 16.2%に、冠動脈心

疾患が 5.8%に、脳血管疾患が 2.3%に認められた。COVID-19のために入院した患者 140例

を対象とした別の研究では、高血圧が 30%に、糖尿病が 12%に認められた（18）。糖尿病患

者の COVID-19に対する罹病性が高いことに対して提唱されている機序は、「（1）細胞の結

合の親和性が高くウイルスの侵入が効率的、（2）ウイルスクリアランスが低下、（3）T細胞

機能が低下、（4）過度の炎症とサイトカインストームの症候群に対する罹病性が高い、（5）

CVDを有する」などである（19）。 

糖尿病例でのサイトカインのプロファイルを COVID-19 に関して分析したところ、焦点

は再び IL-6 にあり、それは COVID-19感染において比較的有害性の高い役割を果たすこと

が報告されている（20）。 

 

http://www.frontiersin.org/
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慢性腎臓病の免疫系における影響と COVID-19 

慢性腎臓病で、特に透析依存の末期腎臓病患者（end-stage renal disease：ESRD）も、COVID-

19 に起因する重度疾患を発症し死亡するリスクが高いカテゴリーに入る。根本的な免疫プ

ロファイルを分析すると、インターロイキン-1ベータ（interleukin-1 beta：IL-1ベータ）、腫

瘍壊死因子アルファ（tumor necrosis factor-alpha：TNF-アルファ）、および IL-6などのサイト

カインが炎症性の状態を誘発し、透析関連の病的状態において有意の役割を果たすとして

（21）、再び IL-6が指摘された。も 別の研究の報告では、血液透析患者の 30～50%は、C反

応性蛋白や IL-6 などの炎症マーカーの血清レベルが上昇していた（22）。さらに、CKD は

免疫における老化の亢進と炎症バイオマーカーの上昇と関連性があった（24）。 

 

 

 

 

 

COVID-19例における癌およびその他の免疫抑制の形態の免疫系の影響 

Liang et al. は、COVID-19の確定診断を受けた患者 1,590例のうち、18例に癌の既往歴

があることを発見した。癌患者は非癌患者に比べ、COVID-19のリスクが高く、予後が不良

であると彼らは結論付けた（25）。 

http://www.frontiersin.org/
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Liang et al. （26）によると、癌患者における COVID-19の重症化には抗しがたい炎症と

サイトカイン関連の肺損傷が関連しているが、Xia et al.（27） は免疫抑制性のサイトカイン

の過剰発現、炎症促進性の警告徴候の導入の抑制、樹状細胞の成熟の阻害、機能的な免疫抑

制性白血球ポピュレーションの増強に特徴づけられる免疫状態の減弱化を指摘しており、

それが癌患者における COVID-19 の重症度を悪化させる実際の根本的因子となる可能性が

ある（28）。重要な点として、免疫減弱状態の患者は、免疫系の特性の改変に起因する COVID

などのウィルス病の異型の症状を呈することがしばしばある（27）。PCR 法で SARS-CoV-2

の陽性反応を示した免疫抑制中にある腎移植レシピエント 10 例のうち、9 例は入院、3 例

（30%）は死亡、5例（50%）は急性腎不全の発症となった（28）。免疫抑制中または免疫増

強薬使用中の患者 89 例をレビューした研究では、COVID-19 感染に対する、または非ステ

ロイド性抗炎症薬（non-steroidal anti-inflammatory drug：NSAID）および TNFα阻害薬の使用

に対する細胞障害性化学療法のベネフィットに関し、決定的なエビデンスは示されなかっ

た（ただし、そのようなベネフィットは in vitro試験中には観察された）。IL-6のピークレベ

ルと肺合併症の重症度との間に関係性が存在するという明確なエビデンスがあるが、

COVID-19 の緩和に対し IL-6 阻害剤が有益な影響をもたらすというエビデンスはなかった

（29）。このように、免疫抑制がサイトカインストームの代わりに COVID-19を支援してい

ることが報告されており、腎移植を受けた患者で SARS CoV2に感染した者は軽症程度であ

ったことから（30）、過度の炎症が COVID-19の進行の根底にある機序であるという点がま

すます際立っている。これは、将来の展望に向けて解明が待たれる重大な研究分野である。 

 

COVID-19に抗するための免疫戦略 

COVID19例の免疫系特性を、特に共存症について概説したが、ここからは COVID-19と

闘うための免疫系の準備としての戦略に焦点を当てる。自然免疫応答はウイルス感染と闘

うために非常に重要であり、インターフェロン（interferon：IFN）I型の応答に明らかに依拠

しており、その下流のカスケードは有効な適応可能な免疫応答の導入に従ってウイルス感

染を制御する。自然免疫細胞は、病原体関連分子パターン（pathogenassociated molecular 

pattern：PAMP）を通して、ウイルスゲノムの RNAまたは dsRNAを含むウイルス複製中の

中間体の形でウイルスの浸潤を認識する（30）。認識事象は、活性化されている下流のシグ

ナル伝達カスケードにつながり、これは I 型 IFN やその他の炎症誘発性サイトカインの発

現で最高点に達する。この初期反応は、導入部位でのウイルス感染に対する第一選択の防御

法から成る。SARS-CoVおよびMER-CoVについては、I型 IFNによるウイルス感染に対す

る反応が実際に抑制され、これは疾患の重症度と密接に関係している。また、SARS-CoV-2

は、I型 IFNの反応を弱める類似の戦略も活用する。さらに、調節不全の I型 IFNと炎症性

の単球マクロファージの流入は、致死性の肺炎の主因である。したがって、COVID-19に対

する免疫対策で提案されている戦略には、何らかの主要な炎症性サイトカインの拮抗薬を

使用することによりサイトカインストームを抑制する方法が含まれ、抗ウイルス薬を使用
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する治療法と併せて IL7（I 型 IFN）のような有益なサイトカインを増加させるというもの

である（30）。自然免疫系ベースの戦略が治療法のカギを握るのに対し、適応免疫系はワク

チン開発のカギを握る（31）。我々は、より単純で有効なアプローチは栄養的な介入であろ

うと推察している。 

 

COVID-19の予防的・治療的な栄養介入 

ビタミン Aおよび Dの補給は、インフルエンザウイルスのワクチン接種に対する免疫応

答を強化する（32）。ビタミン Cはウイルス感染、特に感冒の予防に役立つと広く信じられ

ているが、640件の研究の文献調査では、感冒予防としてのビタミン C補給の決定的なエビ

デンスを特定できなかった（33、34）。微量栄養素の補給にはさまざまな結果が混在する。

施設入所高齢者 725名を対象とした 1件の無作為臨床試験（randomized clinical trial：RCT）

では、セレンと亜鉛の低用量補給は対照群に比べてワクチン接種後の体液反応を高めると

しているが、別の RCTでは施設に入所していない栄養状態の良い高齢者を対象にしたとこ

ろ、ミネラル補給もビタミン E（200mg/日）も与えないというマルチビタミン剤の毎日の投

与を行わない場合は急性気道感染の発生率と重症度に対し好ましい効果がみられることを

示した（35）。 

栄養機能食品は、インフルエンザやコロナウイルスなどの被包された RNA ウイルスに

感染した人に、免疫応答のブースト効果により安堵感を与える。 

ベータグルカンは、オートムギ、オオムギ、細菌、酵母、藻、およびキノコなどのさま

ざまなソースから得られる天然に存在する多糖類である。異なるソースに由来するベータ

グルカンには構造上のバリエーションがあり、それぞれが特異的な生物学的性質を担って

いる（36）。βグルカンの免疫調整効果を報告した発表論文は約 7,000本ある（37）。免疫調

整の特性は、β-グルカンの主な化学構造に依拠する。β-グルカンは、（1, 3）-β結合による

主鎖と少数の（1,6）-β結合による側鎖から成る真菌と酵母から生じたもので、特にそれら

の免疫調整効果で知られている（37）。Vetvicka および Vetvickova は、実験的な癌モデルで

の食作用、IL-2 産生、抗体分泌、超酸化物生産、IFNγの産生と抑制   への影響の観点か

ら、市販のさまざまなベータグルカンの免疫学的特性を比較し、複数の研究（38～40）を発

表した。これらの研究によると、（i）一般に、グルカンは免疫系のほとんどの側面に強力で

刺激的な作用を及ぼし、（ii）調査したグルカンには有意差がみられ、（iii）十分に解明され

ていないグルカンは唯一媒質をもち（ある場合は）生体に作用するが、高度に精製され非常

に活性を示すグルカンには免疫反応のあらゆる面を刺激する強力で多面的な作用がある。

上気道感染（upper respiratory tract infection：URTI）の症状の発生率を低下させるとして、キ

ノコのヒラタケからプルランなどのベータグルカンが報告され、循環する NK 細胞の数を

増加させることができた（41）。したがって、ベータグルカンは、免疫系を通して COVID-

19に抗するために不可欠なツールと言える。 

本稿では、特殊なベーグルカンとして、オーレオバシディウム属プルランを AFO-202株
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（42, 43）と呼ばれる 1-3,1-6ベータグルカンに注目して考察する。この 1-3,1-6ベータグル

カンは、オーレオバシディウム属プルランによって細胞外で分泌され、さらなる精製は不要

で、培地から回収される（44）。ベータグルカンについて、マクロファージを活性化でき、

Bリンパ球、ナチュラルキラー細胞、サプレッサＴ細胞に対する陽性の免疫作用をもつ強力

な免疫刺激物質であると報告している研究は数件ある（45-47）。これらの作用は直接的なも

のではなく、むしろ生体応答調節剤（biological response modifier：BRM）であるベータグル

カンによって免疫を強化するものである（44）。この AFO-202ベータグルカンは、生体応答

調節物質グルカン（biological response-modifier glucan：BRMG）でもあり、その生体応答調

節剤（BRM）の特性は、精製工程を別途行うとその特性が損なわれる恐れがあるが、その工

程が不要なエキソポリサッカライドによるため、有意に特徴的である（44）。Vetvicka およ

び Vetvickova が結論の中で指摘しているとおり（38-40）、AFO-202β-1,3-1,6-グルカンは純

度および活性が高いため、有意の免疫学的作用を発揮する。この AFO-202 ベータグルカン

は免疫系によってPAMP等価物と認識されることから、免疫学的作用を発揮する。このAFO-

202β-1,3-1,6グルカンは、高分子量と低分子量のベータグルカンをどちらも含む可溶性ベー

タグルカンである。高分子ベータグルカン（high molecular beta-glucan：HBG）成分には、よ

り強力な効果をもつリンパ球の増殖を促進することが明らかになっている。一方で低分子

ベータグルカン（low molecular beta-glucan：L-BG）成分は、炎症性バイオマーカー（主にサ

イトカイン）の値を低下させ、サイトカインを刺激し、ケモカインシグナル伝達経路を活性

化させる。また、L-BGは効率的にデクチン-1（β-グルカン受容体）と結合し、マクロファ

ージ、樹状細胞、内皮細胞などのさまざまな免疫細胞からの反応性酸素産生やサイトカイン

合成などの拮抗作用がある。 

この AFO-202ベータグルカンは、H-BGと LBGのどちらも含有していることから、生物

学的ホメオスタシスに対し免疫応答の全体を調整する能力が備わっている（44）。酵母に由

来するベータ-1,3/1,6-グルカンは、安全性認定（generally recognized as safe：GRAS）カテゴ

リーにより米国 FDAによってリスト化されている（48）。この AFO-202ベータグルカンは

遺伝子毒性試験、単回経口投与試験、28日間または 90日間の反復投与試験、長期の経口投

与試験（1年）を受けて、安全であることが保証されている（49）。また、この AFO-202ベ

ータグルカンは日本の厚生省の承認を得て、1996 年以降ヒトの摂取用としての商用補助食

品として使用できるようになっている（44）。 

デクチン-1は、異質な抗原と病原体に先天的で適応性の免疫応答に関与している II型膜

貫通型受容体と主なベータグルカン受容体である。これは、免疫機能調節因子としてのベー

タグルカンのための受容体でもある（44）。デクチン-1は、ベータグルカンの認識に対する

自然免疫応答において、パターン認識受容体（pattern-recognition receptors：PRR）および Toll

様受容体（Toll-like receptor：TLR）と協調する。Ikewaki et al.の報告によると、この AFO-202

ベータグルカンは、培養末梢血単核細胞（peripheral blood mononuclear cell：PBMC）と U937

細胞を通して IL8および sFasの産生を誘発するが、IL-1β、IL-6、IL-12（p70+40）、IFN-γ、
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または TNF-αの産生を促進せず、実際に IL-6の値を低下させるという（44）。AFO-202β-

1,3-1,6-グルカンによる免疫応答の強化は、細胞内機序を介したプロテインキナーゼＣ

（protein kinase C：PKC）、プロテインキナーゼＡ（protein kinase A：PKA）阻害薬 H-89およ

びタンパク質チロシンキナーゼ（protein tyrosine kinase：PTK）などいくつかのリン酸化酵素

を含む複数の信号導入経路と関連がある。AFO-202 ベータグルカンはデクチン-1、CD11a 

CD54（細胞間接着分子-1; ICAM-1）、HLA-クラス II、TLR-2、および TLR-4を経て PBMCで

ＤＮＡ合成（細胞増殖）を誘発することが明らかにされており、また sFas の産生も誘発す

る。AFO-202ベータグルカンは、TLR-2または TLR-4ではなくデクチン-1を経て、sFasの

産生を誘発する U937細胞（ヒトの単球様の細胞系）を刺激した。このベータグルカンによ

る sFas の産生は、Fas/FasL システムによって調整されるアポトーシスの開始を防止するこ

とができるうえ、炎症反応を潜在的に下方制御することができる（44）。調査時に、一方向

ヒト混合リンパ球反応（mixed lymphocyte reaction：MLR）アッセイシステムにおけるベータ

グルカンは、サプレッサ細胞、特に調節性 T細胞（regulatory T cell：Treg）を活性化させる

ことが可能であり、抑制的サイトカインの賛成も誘発する可能性があった（44）。これは、

COVID-19で観察されるサイトカインストームの抑制に有効となる。AFO-202ベータグルカ

ンの免疫学的作用は歴然としており、免疫反応を抑制する炎症性サイトカインに COVID-19

感染に対して今後使用できる可能性はあるが、複数の研究からも、このベータグルカンが

NK 細胞およびマクロファージなどの細胞傷害性細胞のレベルを上昇させることにより免

疫を強化する可能性について報告されており、これはウイルスに対する防御の実際的なラ

インとなるであろう。Leishmania amazonensis 感染患者では、このベータグルカンによって

NK 細胞活性が有意に増加した（50）。このベータグルカンは、ペキンダックを対象とした

試験（51）で、家禽に非特異的な細胞性免疫において調節特性または増強特性をもち、鳥イ

ンフルエンザ A型 H5ワクチンに対する免疫応答を強化する可能性がある（52）。この AFO-

202ベータグルカンは NK細胞を増加させ、マクロファージは癌患者や高齢患者において重

要である（53）。 

グルカンの補給は、マウスにインフルエンザの抗原投与をした場合に免疫応答を強化し

た（54）。インフルエンザウイルスの A/Puerto Rico/8/34（PR8; H1N1）の株に致死力価で感

染させたマウスの防御策としてのこの AFO-202 ベータグルカンの有効性を分析したある研

究では、PR8 ウイルスに致死下の量で感染させた後にベータグルカンの投与によって生残

率が有意に上昇し、ベータグルカンによる前処置は PR8 ウイルスの複製を有意に抑制した

（55）。また、ある二重盲検無作為プラセボ対照試験では、酵母（1,3）-（1,6）ベータグルカ

ンが上気道感染の重症度を下げた（55）。 

 

AFO-202ベータグルカンと共存症を有する COVID-19患者に対する妥当性 

AFO-202 ベータグルカン補給には、IFN-γの増加能力（44）の点から（ただしその抑制

については SARS-COv2感染（31）に特徴的であるが）、免疫強化活性に起因する COVID-19

http://www.frontiersin.org/


  

Rao et al.(Japanese translation from original ver in EN; Author proof as of 20, June 2020) 

 COVID-19に抗するための免疫増強 

Frontiers in Immunology | www.frontiersin.org  2020年 6月 | 第 11巻 | 第 1548稿 

感染に抗する戦略となる可能性があるが、共存症を有する患者にこれを摂取させることを

強化していくべきである。IL-6は、CVD、糖尿病、CKDなどの慢性微小炎症を伴う状態か

ら、サイトカインストームで最もサイトカインの上昇が多くみられる（12、13、17、18）。

この AFO-202ベータグルカンは IL-6の値を低下させる（44）。sFASは免疫抑制によって免

疫応答の調整に役立つが、その増加は COVID-19 と関連のあるサイトカインストームや過

度の炎症を調整するうえで非常に有用となるであろう（44）。本稿の緒言のセクションに記

載した炎症誘発性および有益なサイトカインに関しては（11、13）、IL8 を通して AFO-202

ベータグルカンは、ウイルス感染細胞を死滅させるために好中球の活性化、遊走、化学走性

を引き起こす。このベータグルカンは、CCL2（単球化学走性タンパク質 1; MCP-1）の減少

と CXCL10 レベルの低下も引き起こし、その結果として、単球/マクロファージ、T 細胞、

NK細胞、およびそれによって免疫応答を抑制している樹状細胞に対する化学誘引の防御線

が生じる。また、内皮細胞に対する T細胞の付着の昇進や、免疫応答の強化に付随する抗腫

瘍活性も生じる。AFO202ベータグルカンによる I型 IFN産生の増加は、ウイルス感染細胞

を死滅に役立つ（44）。 

さらに、IL-7産生の増加は成熟した T細胞の発展と生存につながり、ホメオスタシスを

維持する。CD4+（主に Th1-細胞）と Treg細胞の活性化は、制御性免疫応答と重度炎症を伴

うサイトカインストームの抑制に役立つが、CD8+（細胞毒性 T細胞）の活性化は抗ウイル

ス性免疫に役立つ。B 細胞の活性化は、ウイルス毒性の中和のためのウイルス特異的抗体

（IgG、IgM、および sIgA）の産生につながる（44）。 

図 1 は、COVID-19 例において免疫増強因子を上方制御し炎症誘発性因子を下方制御す

ることによる AFO-202ベータグルカンの薬効を簡潔に図にしたものである。 

癌患者においては、AFO-202 ベータグルカンによって強化される制御性免疫プロファイ

ル（35）が免疫修飾により支援する。腎移植レシピエントと免疫抑制患者の場合は、NK細

胞とマクロファージの活性強化が抗ウイルス免疫（44）に役立ち、ひいては COVID-19との

闘いを助けることになる。 

もう一つの興味深い側面として、腸の微生物相が骨髄の前駆細胞の先天性の記憶の作成

や機能のリプログラミングに影響する可能性があるという点であり、これが感染予防に役

立つ可能性がある（56）。それらの腸内毒素症は、免疫介在性炎症性疾患の多様性にもつな

がる（56）。CVD のような疾患を抑えるうえでベータグルカンの薬効は、腸微生物相（57）

に影響するそれらの作用にも起因しており、腸微生物相に作用することによってベータグ

ルカンの免疫修飾が炎症性免疫プロファイル（58）の緩和に役立つ可能性があり、それによ

って薬効に至る。 

特に慢性炎症関連の共存症が認められる場合、これらの利点は、COVID-19 と闘ううえ

で一層重視されるべきである。したがって、さまざまな共存症を有し高リスクの患者の場合、

この補助食品の摂取は、その安全性が過去 20 年に渡り証明されてきていることから（44、

48、49）、今後の予防のオプションとなり、またこの致命的な COVID-19のパンデミックと

http://www.frontiersin.org/


  

Rao et al.(Japanese translation from original ver in EN; Author proof as of 20, June 2020) 

 COVID-19に抗するための免疫増強 

Frontiers in Immunology | www.frontiersin.org  2020年 6月 | 第 11巻 | 第 1548稿 

の闘いにおいて治療中の支えとなる選択肢にもなる。 

 

COVID-19例の AFO-202ベータグルカン型の栄養補給の検討における限界 

一般に、ベータグルカンは、各タイプのベータグルカンのソースや構造に基づき異なる

免疫調節効果があるとみなされている。AFO-202 ベータグルカンは、その純度やその他の

独特な特性により、COVID-19の影響に取り組む際に戦略的に効果的となる免疫増強と免疫

調節効果に関し、比較的有利であるとみなされる。しかし、AFO202ベータグルカンはまだ

COVID-19 陽性患者の臨床試験が実施されるまでに至っておらず、そこには限界もあるが、

このような試験以前に、先天性の因子もしくは後天性の変動または共存症などの個々の因

子に起因する COVID-19患者間の差異を AFO-202ベータグルカンの有効性を評価するうえ

で考慮に入れる必要がある。これは、ヒト白血球抗原（human leukocyte antigen：HLA）多型

性に関する遺伝的変異（59）、ACE-2 遺伝子の変異（60）、年齢、全身の健康と栄養（61）、

後天的な変動、（例えば BCGワクチン（62）や日本脳炎（Japanese encephalitis：JE）ワクチ

ン（63）のようなワクチンで得られる交差免疫、本稿でも述べた調節異常を引き起こす共存

症による個体変異などは、COVID-19にかかりやすい人の感染性において変動に影響するこ

とが報告されている。もう一つの限定として、COVID-19に取り組むうえで免疫増強または

免疫修飾メカニズムが役割を果たすまでは、また過度の炎症がサイトカインストームに至

り、ひいては呼吸器疾患や多臓器におよぶ機能不全を引き起こす場合にその機序は効果を

示し始めるか否かについても、病態生理学上の厳正な病期にあることが挙げられる（64）。

近年では、微小血管または大血管脳卒中の頂点にある血栓塞栓性合併症が一部の軽度

COVID-19感染患者で報告されている（65）。血管内皮増殖因子（vascular endothelial growth 

factor：VEGF）の分泌につながる IL6のレベル上昇と、SARS-CoV-2が内皮炎症を誘発して

いる内皮細胞に侵入する血管透過性に寄与している E-カドヘリン発現の低下は、背景に見

込みのある機序として列挙されている（66、67）。血栓塞栓性徴候にもつながる免疫系の相

互作用する異なる経路にそのような影響がある中で、AFO-202 ベータグルカンのような栄

養補給の効果を評価するための徹底的な研究をさらに行うべき理由がこのように揃ってい

る。 

 

結論 

免疫系は、COVID-19 患者で重度サイトカインストームに至る過度の炎症性の状態を必

要以上に起こして終わるといった限界を維持しながら、異物の病原体、腫瘍形成、循環癌細

胞に対する防御の主な活性のバランスをとる点で両刃の剣（68）である。そのような免疫系

の各段階で作用する可能性のある特異的な標的分子や標的薬剤は、有害反応を示し続ける

も薬効を提供するために有効となる可能性がある。この背景を考慮すると広く作用する有

害性のない戦略が現在は必須とみなされ、また確実なワクチンが欠如 しているために「複

雑化」していることを考えると、COVID-19のパンデミックが脅かしているのは免疫調節異
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常のある易傷性人口である。この分析を通して、AFO-202ベータグルカンなどの、免疫防御

の向上や免疫修飾を目指した証明済みの主な栄養補給については、その有効性を証明する

ため、多施設共同試験でこれらの患者を対象に試験できる。補助食品としてそれを摂取する

ことには、20年以上にわたり安全であることが実証されている。 
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