
第 40回抗加齢・統合医学研究室勉強会 報告書 
 
 
日時：2019 年 8月 31日土曜日 17:00-19:00 
場所：東京アメリカンクラブ 小会議室-I 
参加者：中村友幸（応用きのこ総合研究所所長）、奥野哲治（Clinica E.T. East 院長）、浦尾
弥須子（浦尾耳鼻咽喉科医院院長）、長崎綾子（ながさき内科医院院長）、山本勇人（山本歯
科医院院長）、中田光紀（国際医療福祉大学赤坂店キャンパス公衆衛生学教室教授）、村上篤
良（TBS）、熊丸裕也（AOI 国際病院副院長、抗加齢・統合医学研究室室長） 
 
本日は奥野先生のご紹介で、キノコの研究をしておられる、中村友幸先生をお招きしました。 
 
私は 15 年〜20 年近く奥野先生とお付き合いがありまして、人に対して効果のあるキノ

コの抽出成分を調べ、基礎的な研究は自身で行ってきましたが、臨床的にどうかということ
で、奥野先生には大変お世話になっております。 
キノコは種類も多いのですが、私は自分で出かけて採取し、培養して、菌の管理をして薬

用の調査研究をします。実際は試験管に保存した菌株からタンク培養することで大量な菌
糸体を獲得し、そこで安定性があり薬用効果があるものを抽出しています。 
アガリスク、トリュフ、ハナビラタケ、ポルチーニなどスライドに示すものは全て食用キ

ノコになります。また冬虫夏草、白キクラゲなどユニークなキノコもあります。ポルチーニ
は実は富士山でも 5 合目付近の標高で取れるのですが、今は放射線の影響で採取が禁止さ
れています。 
私はこの NPO 法人 応用きのこ総合研究所の責任者として働き、企業の所長もやりなが

ら、大学の先生方とのお仕事、山梨出身なので県のアドバイザーも務めてきた経緯がありま
す。今年５月からは大先輩である大村先生が作られた科学アカデミーでも理事として啓蒙
活動をしています。 
私は松茸やトリュフ、ホンシメジなどの食用キノコの人工栽培の開発をするのが仕事の

一つです。 
もう一つが薬用キノコの研究で、アレルギーとか経鼻ワクチンで鼻にスプレーするタイ

プのインフルエンザワクチンをキノコの成分をアジュバントとして投与してはどうかなど
の開発をしています。iPS細胞では、京都大学の先生と樹立効率の改善や安定化させるなど
の研究もしています。 
活動範囲としては北は北海道から、南は種子島まで動き回っています。種子島の安納芋の

皮やカスを使ったキノコ栽培の講演、指導も行ってきました。 
その他にも、例えばブラウンシメジというユニークなキノコを、㈱メディカ・ラインとい

う広島県尾道市百島出身の医療機器販売会社の社長さんと、コラボレートして栽培してい



ます。非常に美味しいキノコであり、あとでお話しします。 
それ以外に藤原の里という NHK の子会社の関連、（岩手県奥州市の）松茸山の復興もや

ろうと試みました。当時、東大の先端研の中にエフェクター細胞研究所を立ち上げた、社長
の金ヶ崎先生の所縁があるということで二人で頑張ったのですが、東北大地震以後は山が
崩れて駄目になってしまいました。途中経過では、松茸菌は活着したのですが。 
その他、ジャンボマッシュルーム（舟形マッシュルームの長澤社長）、山梨の桃の木を使

った霊芝栽培、アワビ茸などを開発しました。さらに味の素 AGFさんとコーヒーの搾かす
を用いたハナビラタケや舞茸の栽培手法の開発をしたり、いろんな研究をしてきました。 
今日は限られた時間で、キノコとは、に始まり、食料、健康、環境に良い影響を与えられ

るという利用方法、機能性食品としてのメシマコブ、それを歯磨き粉などに用いるような予
防医学を目的とした活用、コーヒーの搾かす（産業廃棄物）を利用したキノコ栽培、食用キ
ノコの活用、などを話したいと思います。 
松茸の人工栽培も検討していますが、松茸は針葉樹である赤松周辺に共生しますが、バカ

松茸は広葉樹に共生します。松茸と比べて大きさが若干違いますが、香りも味も松茸と同じ
なのです。その栽培に成功したということで、多木化学の株価が昨年には倍になったそうで
す。やはり、日本人はキノコ好きな国民性がありますね。 
キノコの歴史は古くて、縄文時代の遺跡からキノコの化石は見つかっています。平安時代、

鎌倉時代になると、楢や椎木に自然にキノコ胞子がついて出来ていたわけですが、隣に示す
江戸時代の松茸と同様、庶民が食べていました。 
一方海外では、1991 年にオーストリアで 5300 年前のアイスマンのミイラが見つかり話

題になりましたが、ミイラの巾着袋に白樺の木に生えるカンバタケ、チャーガが入っていま
した。用途は不明ですが、分かっている効能からは虫下しや傷口の治療ではないかというこ
とです。 
菌類の分類についてはスライドに示した通りですが、DNA 解析で遺伝子学的検査をする

と、分類学の大家の先生の説とは少し違っているようです。少しだけ説明すると、ハラタケ
目に椎茸や松茸は含まれますが、傘の裏にはヒダがあります。そこから胞子が放出されます。
ヒダナシタケ目は、その名の通り裏にヒダのない硬いキノコで、霊芝やメシマコブがこれで
す。その他には子嚢菌という冬虫夏草が含まれる種類で、いろんな宿主に寄生することで分
類されています。他に私はトリュフ等の研究もしています。 
世界中には菌類は数十万種類有るとされていて、そのうち肉眼でも見える子実体を形成

するものをキノコと呼んでいますが、世界中では数万種類、日本では 5000から 1 万種類あ
るとされています。図鑑を見ても、同定されているのは千数百種類で、まだ 3割くらいのよ
うです。 
私は日本全国の北海道から沖縄までを渡り歩いて、春から夏には北海道、その後徐々に南

下して、キノコを採取し、その菌株を試験管に入れて、薬効性があるかなどの試験をしてい
ます。スライドは山梨の富士山周辺のキノコです。この辺は猿が増えてしまって、彼らに追



われながらもキノコを採取してます。（笑） 
先ほど話したヤマドリタケ（ポルチーニ）とか、最近 TVのバラエティ番組で特集があっ

たものも何種類かは私が分類し、昨日もタケノコ王とキノコ王というテーマでタマゴタケ
を紹介していました。赤い色でちょっと毒々しいですが、とても美味しいキノコです。八ヶ
岳は冬虫夏草が豊富です。食用キノコもスライドのように豊富です。また、ポルチーニ茸も
富士山の標高の高いところや北海道でも取れます。 
 食用以外にも、健康に良い、薬効性もあるもの、環境に良いものなどもあります。 
 栄養特性（一次機能）：糖質、タンパク質、脂質、ミネラル、ビタミン 
 嗜好特性（二次機能）：色、味、香り、テクスチャー 
生理特性（三次機能）：摂取によって発現する生物活性（抗がん作用：クレスチン、レン

チナン）、免疫、生体恒常性の維持、疲労回復、老化抑制、生活習慣病予防（メシマコブ、
霊芝、チャーガ）など 
この生理特性に関して、もう 10 数年奥野先生にもご相談しながら薬効について検討させ

ていただいてきました。 
スライドのマジックマッシュルームは、メキシコや南米のシャーマンが使っている、幻覚

作用のあるものですが、含まれているアルカロイドのシロシビン・シロシンによるものです。
この菌糸を入手して研究していたこともあります。これは伊藤英明さんという芸能人が使
用して問題となり、平成 14 年に、所持、販売、栽培が禁止されました。 
こちらはキノコのライフサイクルになりますが、キノコができる場合、胞子から一核菌糸

が発芽し、雌雄の異なる一核菌糸同士が接合し二核菌糸になり、その後十分に栄養を蓄えた
段階である種の刺激を受けることでキノコ（子実体）を形成します。私の研究ではキノコで
はなく、二核菌糸体を利用してタンク培養で大量な菌糸体を用いています。実際にはカビの
培養に似ています。私の研究はメシマコブや霊芝ですが、菌糸をタンクの中で 30 日くらい
培養するとタンク内が菌糸で一杯になります。 
培養に関しては水も重要で、山梨で取れる南アルプスの天然水や富士山のバナジウム水

も活用しています。 
白鹿角霊芝も開発しました。日本で有名な某神宮にも奉納されていますが、普通の霊芝は

傘や柄が茶色いのですが、これは真っ白です。（酸欠状態にして，特殊な作り方をしました。） 
白トリュフも試験管内では作りました。 
メシマコブは樹種選択性があり、桑の木が大木にならないと生えません。ですから日本国

内でも特定の島などでないと見つかりません。このキノコの断面を組織分離し培養する際
に光に当てると黄色くなる菌糸体ができます。その菌糸体を液体タンクの中で培養します。
これら薬用キノコの菌糸体を培養するメリットは、毒性があまりでないということがあり
ます。 
メシマコブを選んだ理由は、中医学の原点である神農本草経に、「久服軽身不老延年」と

あり、長く飲んでいると体が軽くなり老化せずに長生き出来るとされていますが、それが気



になりました。それをどう研究して行くかについては、1968 年にサルノコシカケがガンに
効くということが言われ出した時期で、東大の薬学部から来られた国立がんセンターの池
川先生もそのひとりでした。動物の腫瘍モデルに投与してどうなるかを見た結果、メシマコ
ブとカワラタケがサルノコシカケのなかでかなり高い効果があるということでした。それ
を示したものがスライドのようにメシマコブのガン抑制作用が強いという結果でした。日
本ではカワラタケ、シイタケ、スエヒロタケの成分が認可されていました。 
昨年の本庶先生のオブジーボにも関連して、癌と免疫の観点から見ればキノコの成分も

複合的な作用があり、十分考えられると思われます。 
メシマコブについては、遺伝子解析では信州大学農学部で、培養工学は山梨大学の工学部、

抗酸化活性では静岡大学農学部や高知工科大学と大阪市立大学医学部で、抗腫瘍活性とと
もに安全性試験や抗アレルギー活性に関しては北里大学や静岡大学で、インフルエンザの
アジュバント効果は国立感染症研究所で、また脳血管障害の予防・改善効果は、奥野先生の
ご紹介もあって東京女子医大の脳神経センターで、また、そうであればと iPS 細胞の樹立効
率改善作用も京都大学医学部の iPS 細胞研究所とのコラボレーションで研究させていただ
いております。 

 
私は自分で日本国中様々な地域からキノコを採取してきて、DNA の遺伝子解析、ミトコ

ンドリア DNAの RFLP（制限酵素断片長多型）解析を行って有効性のあるメシマコブを決
めて、安全性試験と、ESR で抗酸化活性を調べています。アレルギー試験ではモデルのNC
マウスを使ったり、ヒスタミンの放出抑制も調べています。 

 
遺伝子解析では、2003 年にヒトゲノム解析の計画が終了し、飛躍的に解析手法を含めた

機器、技術が進歩して、様々な系統樹も出来てきましたが、キノコでもメシマコブだけで無
く，松茸、椎茸も含んだ真菌類では、ITS領域と 5.8Sの ribosomal DNAを調べることでほ
ぼ同定が出来てきています。当初、日本産のものと韓国産のものを調べました。日本産はメ
シマコブ由来の遺伝子で，韓国産のものはバウミという少し違う種のものでした。韓国産の
バウミはキノコを作りやすいという特性がありました。そのほか中国産、インドネシア産、
カンボジア産のものも調べて、より良い種の確認を進めてきました。 
培養工学に関してはかなり専門的なことなので省きますが、温度、初発 pH、炭素源、窒

素量源等の培養条件を調節する研究をしていました。簡単に言うと，ペレット状にしすぎる
と生産性が悪くなり、それをエアレーションやバブリングなどの機械的な刺激で菌体量を
増やすという工夫をします。実際 29 倍の収穫が実現できました。 

 
この菌糸体が集まって，それだけであのキノコの形になるのですか？それとも何かの刺

激で変化するのですか？（熊丸） 
そうなのです。ただの集合体ではあの形にならず、秋になって気温が下がるとか、雨が降



って水の中にいて酸素が不足するような（窒息効果）ことになると、この環境では生きられ
ないと判断した瞬間にキノコの形態に移行するようです。菌糸体は自分の子孫を残すため
に変化するように出来ていて、環境が変わると遺伝子的なスイッチが入って変化するので
す。 

 
キノコの培養が出来た後は、菌糸体成分の薬効検査で抗酸化試験等を行いました。大阪市

立大学の井上正康先生との共同研究で、SOD活性が高いものでは、薬効が期待できると思
われます。高知工科大学では ESR 装置を使ってメシマコブの成分でスーパーオキサイドの
抑制が出来るというデータが出ましたし、静岡大学との共同研究で、メシマコブだけでなく
様々なキノコを調べましたが、メシマコブの成分が最もスーパーオキサイド消去活性が高
いという結果が出ました。その主成分と思われる caffeic acid の抗酸化活性はビタミン Cの
2 倍はあるようです。 
安全性についても急性毒性試験を北里大学で，メシマコブの菌糸体から濾過液を超音波

処理して熱水抽出液を作り、菌糸体の培養濾液もともに毒性試験をしてみたところ、問題は
ありませんでした。担当した先生から、メシマコブを使ったネズミの方で毛艶が良いようで
すと言われ、何かやはり違うのかなと。そこでNC マウスを使って実験をしてみました。 
東京農工大の先生が開発された NC マウスがまだ出来たばかりだったのですが、そのマ

ウスを使って菌糸体の抗アレルギー試験を、餌の中に入れて実施しました。その結果皮膚炎
症状が抑制されました。ここで気づいたのは、培養濾液と熱水抽出した液では、後者つまり
煎じたのと同じ状態であるものの方で抑制効果が強いことがわかりました。これはスライ
ドに示すようにネズミの週齢に関係なく差が出ました。 

NK細胞活性に対する作用も、東大先端研のタキスキャンという細胞の動きが見られる装
置を使って研究しました。メシマコブの成分も活性化の効果があるようです。ただし当時先
生の意見で、癌とキノコはちょっと問題がありそうだと、中止になり、アレルギーのみに集
中しました。抽出成分には、Nicotinamaide、 Cerevisterol、 Cerebroside、などが有ります
が、 Adenosine とその誘導体（N-Hydroxy-N-methyl adenosine）はヒスタミン遊離抑制作
用を認めました。この誘導体はメシマコブ由来のユニークなもので、アレルギー抑制成分と
して特許を取りました。花粉症への効果は良いようですが、アトピーの場合は一回改善した
のに、転校先でいじめにあって再燃したというケースがありました。やはりストレスの関連
は大きいようです。 
特許は、特許貧乏になるくらいに色々出しました。（confidential な情報にてスライドは割

愛、） 
感染予防・改善については、国立感染症研究所の先生と共同で、メシマコブに限らず様々

なキノコでの検討を試みました。新型（トリ）インフルエンザ用のワクチンに対するアジュ
バント効果を、経鼻噴霧の形で投与する形態を取りました。ワクチンの効果は普通カニクイ
ザルで試験することが多いようですが、まず初めにマウスを使った実験で、結果はメシマコ



ブ成分の効果が最大でした。特に、IgA、IgGの産生に影響を及ぼし、メシマコブが有意に
有効でした。 
これは特許にもなった感染症研究所の長谷川先生との共同研究です。2019 年に彼はイン

フルエンザウィルス研究センターの所長になり、更に最近 WHO のインフルエンザウィル
スの責任者（日本の代表）になったとのことです。私はまだまだですが、僕の名前の「友幸」
は友達が幸せになると言うことのようです。（笑） 
彼の直属の部下の先生が東大医科学研究所にいて、その方はキノコを含めた微生物を研

究していて腸内細菌の研究で、さらなる自然免疫を高める研究もしています。 
長谷川先生は ATLL（成人 T細胞白血病）のモデルマウスも開発され、Nature Medicine

にも論文が載りました。この病気は HTLV-1 のウィルスが関係しており九州南部や沖縄に
キャリアが多くて，母乳感染もすることはご存じかと思いますが、リンパ球にクローバー型
のものが出てくると予後が悪いとされています。キャリアの方の免疫をあげておいて元気
で居れば、寿命まで生きられるだろうと、当時は私自身が大分大学の客員研究員として籍を
おき、この病気の専門である大分大学の伊波先生とも研究をしました。 
内容としては、NFκB を抑制すればよいだろうと、柚の皮と、この場合はメシマコブで

は無くて冬虫夏草が有効であるという結果でした。柚の皮は他の柑橘系と違ってキノコ由
来の成分とが合わさってよい効果を出すようです。 

 
それで自分達としては冬虫夏草の研究で、（前駆脂肪細胞からの）白色脂肪細胞の分化抑

制作用というものを見いだしました。米国と英国の雑誌にもその報告が掲載されています。 
 
それと、奥野先生のご紹介で、東京女子医大の先生（岡田先生：脳外科、川俣先生）方と、

メシマコブとヤマブシタケが脳血管障害に効くのではと、試験をしていきました。脳梗塞モ
デルラットを使って、作成した脳虚血がメシマコブによって改善するかの研究です。投与は
直前でも直後でも良いようですが、時間がたってからだと改善効果は見られませんでした。
しかもこの効果は，あのラジカットよりも良かったのです。（奥野） 
そのほか山中先生の iPS 細胞研究所内での中川先生とも共同研究しました。当時はまだ

ノーベル賞を受賞される前でしたが、キノコ菌糸体由来成分以外に天然物である納豆由来
のポリグルタミン、フコイダンなど様々なものも含めて調べました。ただそこでも、キノコ
由来のメシマコブと冬虫夏草が興味深い結果が出ました。iPS細胞では細胞のがん化が問題
となりますが、メシマコブを使うとかなりの確率でがん化しないという結果（特許資料参照）
でした。何故かまではよく分かっていませんが、FBGF等の成長因子を加えなくても、また
フィーダ細胞が非存在下でもメシマコブ単独によって誘導効率が高まり分化していくよう
です。ということで特許が取得できました。 

 
私の考えでは、キノコは柔らかいものは食用、硬質系キノコは薬用になるものが多く、中



間型が両方に使えると感じています。 
あと、コーヒーの絞り滓を活用したキノコ栽培は味の素 AGFと共同でやりました。何故

かというと、コーヒーの絞り滓にはオリゴ糖が含まれており，特保にもなる機能成分がある
ので、それとキノコを組み合わせてみたのです。更にその滓にはキノコに有用な脂質成分も
含まれるのです。もうこれを 12 年やってます。絞り滓を使ったキノコは、脂質成分が含ま
れてそれがステロイド骨格を持っているため、前立腺肥大にも効果が期待され、エルゴステ
ロール、ビタミン D 吸収にも影響を起こし得ます。ハナビラタケでもコーヒーの絞り滓を
使うと，シスタチオニンが倍になります。これは実はマムシの滋養強壮成分なんですね。 

 
食用キノコは広島県尾道市の百島でブラウンシメジを栽培し発生時にはブルーライトを

使っています。キノコ類は発生チャンネル時にブルーライト系のレセプターがあります。菌
の培養は暗室でやりますが、キノコの成長にはブルーライトを含む太陽光が必要です。また、
このブラウンシメジにはより多くのタンパク質が含まれています。肝機能に良いとされる
オルニチンの含有量はシジミの 5〜10 倍もあります。 

 
今まで誰も成功していない松茸の人工栽培ですが、偉大な大先輩の大村先生（ノーベル賞

受賞）から「いつ松茸の栽培に成功するのか」と叱咤激励されていますが、まだ成功してい
ません。 

 
今回の講演内容は、奥野先生をはじめとして、様々な先生方とご一緒に，いろいろな研究

をさせて頂いた成果になります。ご清聴有り難うございました。 
 
 
かなり科学的で、なかなか興味深い講演でした。 
キノコも侮れませんね！ 熊丸 


