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腸内細菌と健康:ゆりかごから墓場まで
100兆個の細菌を保有するヒ卜の腸管は巨大なバイオリアクターと言っても過言ではなく，揚内細菌を調

べれば，その人の食生活や健康状態の一端がわかる。ヒトの腸管は胎児期には無菌であるが，誕生後，生育

環境や成長に伴う食生活の変化によって各人の揚内フローラが形成され，各人の健康と密接に関連していく。

腸管は単に栄養や水分を吸収するためだけの器官ではなく，そこに生育する腸内細菌とともに免疫系，神経

系，内分泌系といった様々な生体機能に影響することが明らかにされつつある。本報は，以上について解説

をしていただいたので，ぜひともご一読いただきたい。

ヒト腸管には，総計 100兆個，計 1kgにおよぶ細

菌が棲息している。それらの腸内細菌が有する遺伝子

の総数は，ヒトの遺伝子の 100倍にのぼるとも言われ，

それらの持つ潜在機能は計り知れず，腸内共生菌も含

めて腸管を一つの臓器と見なすべきであるとも論じら

れている。実際に，栄養補給や栄養吸収の援助，免疫

系発達の助長と調節，病原菌の排除はもちろんのこと，

近年では，メタボリツクシンドロームとの関連性や，

脳機能への影響まで語られ始めている。そして，さら

には腸内細菌叢の偏傍が日本人にて急増している大腸

癌のリスクファクターであることも指摘されている。

本稿では，そのようなヒト腸内フローラの構造と健康

機能について概説する。

1.腸内フローラの形成と成熟 1)

ヒトの腸管は胎児においてはほぼ無菌状態と言われ

る。しかし分娩後は，外界から様々な細菌が口から

腸管に入り込み，それらの細菌が取捨選択を受け，ま

た異種細菌聞で競合あるいは協調しながら腸管に定着

し，フローラを形成していく。新生児の便を分析して

みると，生後 24 時間後には • Pseudomonas属などの

好気性の細菌が検出される。 Pseudomonas属細菌は

ヒト腸内細菌としてはなじみは薄く，土壌などの環境

中に多く存在する細菌である。出生直後に外環境から

腸管内へと偶然入り込んだものがそこで増殖したもの
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と思われる。しかし，これら好気性菌は 1日か2日で

姿を消し，連鎖球菌 (Strettococcus)や腸球菌 (En-

terococcus) .大腸菌群 (Enterobacteriaceae) などの

通性嫌気性菌に置き換わって行く。酸素がある環境で

もない環境でも生育できるこれらの細菌が，酸素を必

須とする好気性菌に代わり腸管内を次に支配するので

ある。しかしその天下も長くは続かない。これら通

性嫌気性菌は腸管内の酸素を消費しながら増殖し完

全に酸素のない嫌気的な環境が作り出されると.酸素

がない状態でのみ生育する偏性嫌気性菌が定着を始め

るのである。特に乳児の腸内細菌として有名な Bifi.

dobacterium属細菌が徐々にフローラを支配し始める。

Bがdobacteriumは，他の細菌が資化しづらい母乳中

のオリゴ糖を栄養分として利用するなど，母乳栄養中

心の乳児の腸管が格好の生息場所であり，母乳栄養児

においては生後 1週間程度で Bifidobacteriumが大

半を占める乳児特有の“ビフイズスフローラ"を形成

することになる。そして，母乳中心の食餌が続く限り

ピフィズスフローラは維持される。今日では，人工乳

にも Bifidobacteriumの増殖を促すオリゴ糖が配合さ

れており，ピフィズスフローラの形成は人工乳栄養児

でも見られる。

ピフイズスフローラは若人腸管の象徴とも言われ，

生涯このビフィズスフローラを維持することが理想の

ようにも思われるが，実際には，雑食のヒトにはピフ
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イズスフローラを維持することは困難である。離乳期

に入り ，様々な固形食の摂取を始めると， 一気にこの

ピフィズスフローラは崩壊していく 。第 1図に， 6名

の離乳前後 (生後3ヶ月後と l年後)の糞便細菌叢の

比較データを示している。離乳前には，調査した 6名

全員に Bifidobacterium属細菌を主体とするピフィズ

スフローラが形成されていることが分かる。菌種レベ

ルで見ると， 1種の Bifidobacterium属細菌がフロー

ラを支配している例はほとんど見られず， 2から数種

のBifidobacteriumがピフィズスフローラを形成して

いる様子が見える。一方，離乳を介して， ピフイズス

フローラが他属の様々な細菌種により侵製されている

様子が見られる。特に，成人に多く見られる Clos-

tridia綱 (ピフイズス菌以外のグラム陽性偏性嫌気性

菌を主体に構成される細菌グループ)に属する多様な

細菌が定着を始め，乳児型ピフイズスフローラから成

人型クロストリジアフローラへと劇的に変化している。

実際に，第 l図の下段に，成人の細菌叢を同様に円グ

ラフにて示しているが，離乳後の幼児フローラは，離

乳前の細菌叢よりは成人の細菌叢にむしろ似ていると

言える。

第2図は， 6名の乳幼児について，生後 1週間から

3年後まで経時的に糞便をサンプリングし，各サンプ

ル中の 16Sリボソーマル RNA遺伝子の配列を網羅的

に解析し各サンプルに存在する細菌種数を見積もっ

たものである。生後 1ヶ月時では個人差はあるが，お

よそ 50種前後の細菌が確認されている。し か し そ

の後， 3ヶ月時にかけてはその数は若干減少している

傾向が見られる。これは，ピフイズスフローラの形成

により，ピフィズス菌以外の細菌種が排除されている

呈企亙堕
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第 1図 離乳前後の腸内細菌叢(文献 lより転載)
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6名の被験者から離乳前後の糞便を採取し，細菌の 16SrRNAの分布を次世代シーケンサー

(Roche FLX454 titanium)を用いて解析した。各円グラフは種レベルでの細菌の構成(相対存在

比)を示している。白部分は Bifidobacterium属の細菌種を，黒部分は Clostridia綱の細菌種を

示す。灰色部分はその他の細菌種。Bfbre， BZ万dobacteriumbreve; Bf bif， Bifidobacterium bifi 

dum; Bf lon， Bifidobacterium longum subsp. longum; Bfρse， Bijidobacteriumρseudocatenula-

tum; Bf inf. Bがdobacteriumlongum subsp. infantis， Bf rum， Bijidobacterium ruminuntium; 

Bf ado， Bifidobacterium adolescentis; BI.ωex， Blautia wexlerae; Bl. luti， Blautia luti; Ru. gna; 

Ruminococcus gnavus; Faρra， Faecalibacterium trausnitzii; Eu. eli; Eubacterium eligens 
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第2図 乳幼児期の糞使中細菌種数の変遷

6名の乳幼児について，生後 1週間から 3年後まで経時的に糞便をサンプリングし，

各サンプル中の 16Sリボソーマル RNA遺伝子の配列を次世代シーケンサーを用いて網

羅的に解析し各サンプルに存在する細菌種数(9796相向性でグルーピングされる oper-

ational taxonomic unit数)を被験者ごとにプロットした。太破線は 6名の平均値を示す。

ことを示している。そして，その後，離乳を介して l

歳児になると一気に細菌種数が 100種を超えるまで増

加し 3才時には 200種前後となっている。これは成

人の糞便でカウントされる種数に匹敵し，先の第 l図

で示したのと同様，離乳後は，着々と成人型のフロー

ラが構築されていくものと思われる。

以上，一般的な乳幼児期の腸内フローラの変遷につ

いて紹介した。しかし一人ひとりのデータを見ると

かなり個人差があるということが分かる。例えば，本

来離乳後に定着する性質を有するはずの Clostridiaや

Bacteroide tesが，離乳前に異常増殖しているケース

が時々見られる。また，Proteobacteriaの新生児期の

異常増殖も頻繁に見られる。つまり，実際の乳児期の

腸内フローラ形成は，多くの外乱に見舞われており，

いつも定石通り進行するわけではないことを示してい

る。乳児期の正常なフローラ形成を妨げる外乱として，

最もよく知られているのは抗生物質である。著者らは，

生後 3日間に渡り感染症防御のために抗生物質を投与

された新生児の腸内フローラ形成過程を追跡調査し

このわずか 3日間の抗生物質投与により，後のフロー

ラ形成に大きな影響が出ることを観察している 2)。特
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に，抗生物質 (セフォチアム)投与直後にはセファロ

スポリン系抗生物質に非感受性を示す Enterococcus

faeciumが異常増殖し，ピフィズスフローラの形成が

遅延し抗生物質投与終了後一ヶ月を経過しでも，大

腸菌群がコントロール群に比べてなお有意に多くなっ

ていることが示されている。乳幼児期の抗生物質投与

は後のアレルギー疾患，特に端息発症の危険因子と言

われており 3) 正常な過程を経ながら腸内フローラ形

成が着実に行われることが正常な免疫系の構築にも

重要であると考えられる。

乳幼児期の腸内フローラと後のアレルギ一発症の関

連性を調べた疫学調査の報告は数々ある。これについ

ては，著者の過去の総説にまとめているので詳しくは

参照されたい 1)。概して， Clostridiumや Bacteroides

がアレルギーを後に発症する乳幼児には多く，健常群

には Bifidobacteriumが少ないというデータが優勢を

占める傾向にはあるが，全く逆の傾向を示すデータも

存在し， ヒトを対象とする研究の難しさを物語ってい

る。特に，アレルギーについては， もちろん発症要因

は腸内細菌だけに限らないので，各種細菌の存在量の

有意差だけにとらわれずに研究を多角度的に進めてい

醸 協 (20l3)



くことが重要と思われる。

2. 成人の腸内細菌叢

腸内細菌の研究は，旧来は，各種細菌を個別に培養

しそのコロニーカウント情報を積み重ねていくボト

ムアップのアプローチが用いられていたが，今日では，

遺伝子レベルでの研究技法が進展し，細菌叢を備隊的

に捉えることができるようになってきた。その一つの

例として，欧州、|の研究コンソーシアム MetaHITのグ

ループの研究成果が挙げられる ヘ 彼らは，欧州，米

国，および日本人の細菌叢データを再解析し人類の

腸内細菌叢は，大きく 3つのタイプに分けられること

を示した。これは各被験者の腸内組成データを用いて

主成分分析を行った結果，堅牢な 3つのクラスタ ーが

形成されたことから見いだされている。一つは，Bac-

teroides属細菌主体のタイプ， もう一つは，Prevotel 

la属細菌主体のタイプ，そして最後は Ruminococcus

属細菌主体のタイプとなっている。この腸内フローラ

の3つのタイプは，地域差や年齢差によるものではな

く，人類に共通して定着した，血液の ABO型のよう

なものとして，“エンテロタイプ"と定義することが

提唱された。米国の Wuらの 98名を対象とした食と

腸内細菌叢の関連性を調査した研究報告でも， 動物性

脂肪の高い食餌とパクテロイデス型 (エンテロタイプ

1)，炭水化物主体の食餌とプレボテラ型 (エンテロタ

<機能>

栄嘗吸収ぬ援助

免措力的向上

?レI~ギー抑制
寵原菌ぬ排除

ビタミンκや工'J

オーI~惨と有問鞠質
向合成

肥満抑制

環境ホルモシぬ分解

又トレ又縁組

イプ 2)がリンクしていることが示されている ヘそ

して，この研究報告では， 上記の二つのエンテロタイ

プに リンクする食餌を入れ換えて 10日間ほど継続さ

せても，エンテロタイプの逆転は見られたなったとの

ことで，エンテロタイプは一過的なものではなく，長

期にわたる食生活により決定すると述べてられている。

これに類するデータとして，イタリアの子供とアフリ

カのプルキナファソの子供の腸内細菌叢を比較した論

文が発表されている 6)。イタリアの子供がいわゆる

Bacteroides属と Firmicutes門を主体とするエンテロ

タイプ lと3であるのに対し，プルキナファソの子供

の腸管は Prevotella属細菌とその近縁種である Xyl-

anibacter属細菌に満ちた エンテロタイプ2に類似

のフローラであった。ブルキナファソの食生活はミレ

ットとソルガムを主体にした穀類主体のもので，現代

の西洋食とは全く異なるものである。元来， ヒトのフ

ローラはエンテロタイプ2であったものが，現代の高

タンパク質 ・高動物脂肪食に変わり，エンテロタイプ

lや3になったのではないかとする見方もできる。い

ずれにしても，これらの全く異なる細菌コミュニティ

ーからなるフローラが我々の健康にそれぞれどのよう

に関わっているかには，大変興味が持たれ，今後の重

要研究課題の一つでなるであろう 。

ノ

<篠笛>

・便秘・下痢

.感縫症

・l'レI~ギー
・炎症性腸篠患

・肥満

-植原稿

・大腸がん

efc. 

腸内共生菌(100兆個， >500種， 1kg) 

テニスコート1面半の函積を有する腸上皮を介して、宿主と共生している

第 3図 腸内細菌の生体における機能と疾病との関係
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3.腸内フローラと健康

6メートルにもおよぶ小腸と1.5メートルの大腸に，

100兆個の細菌を保有し，そこに数時間おきに食餌栄

養を供給しているヒト腸管は，巨大なバイオリアクタ

ーとして機能しているといっても過言ではない。一方，

腸管周辺には全身の 6割のリンパ球が集中し，さらに

は神経系と内分泌系が高度に発達している。よって，

人体は，巨大なバイオリアクターと共に，自らの免疫

系，神経系，内分泌系を動かしていると見てとれる。

第3図に腸内フローラと生体との関わり合いについて

まとめた。左側に機能，そして右側は腸内フローラの

不調が引き起こす疾病について列挙しである。以下に

これらの中で特に重要な項目について一つずつ解説す

る。

3.1 栄養吸収の援助から肥満の助長まで

腸内フローラの機能として，まず最初に挙げられる

のが栄養吸収の援助である。腸内細菌は，セルロース

を始め，ヒト自身の酵素では分解できない多糖類を分

解し，多くは酢酸，酪酸，そしてプロピオン酸等の短

鎖脂肪酸まで分解する。これらの代謝物は，大腸のエ

ネルギー源となるなど，腸管にて吸収され，体内で利

用される。ワシントン大学の Gordonらのグループは，

腸内細菌を有しない無菌マウスではカロリー摂取量が

30%も多かったにもかかわらず，体脂肪率は 40%も

少なくなっていることを報告した 7)。一方，無菌マウ

スに通常マウスのフローラを定着すると体脂肪が

57%増加し，肝臓中の中性脂肪も 2.3倍に増加したと

のことである。そして，フローラの定着が，消化管上

皮におけるリボタンパク質リバーゼ阻害剤 Fiaf(Fast-

ing-induced adipcyte factor) の遺伝子発現を抑制し，

その結果，脂肪細胞における Lipoproteinlipaseの活

性が上昇し，脂肪組織の中性脂肪を上昇させているこ

とも分かった。また，フローラの定着により，骨格筋

と肝臓で AMPK(AMP活性プロテインキナーゼ)

の活性を抑制し，脂肪酸の酸化分解が抑制されること

も示された。つまり腸内細菌は，消化管において栄養

吸収に直接かかわるだけでなく，宿主のエネルギーホ

メオスタシスにも関わっていると理解される。さらに

近年，肥満者と痩身者では，腸内細菌の組成が大きく

異なか肥満者にはFirmicutes門の細菌が多く，

方，痩身者にはパクテロイデテス門の細菌が多く，ま
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た，フローラのメタゲノム解析から，肥満者のフロー

ラは多糖分解酵素に富んでおり，さらにその分解物で

ある糖の代謝酵素も多いことが示されている 8)。また，

肥満マウスと通常マウスのフローラを無菌マウスにそ

れぞれ移植して比較すると，肥満マウスのフローラを

移植されたマウスにおいて，より体脂肪率が増加した

ことが示され，腸内フローラが肥満を助長しているこ

とが示唆された。一方，近年，肥満は軽度の慢性炎症

と考えるメタボリックエンドトキセミアの概念が提唱

されている 9)。これは. (1)高脂肪食による腸内菌叢

の変化により，腸壁のバリアが甘くなり，グラム陰性

細菌の外膜成分であるリポポリサッカライド (LPS)

が血中に移行しやすくなり. (2) LPSが自然免疫系

細胞に作用し，炎症性サイトカインの産生を誘導し，

(3)その結果，肝臓，内臓脂肪組織，骨格筋など様々

な部位が軽度の炎症状態となり， (4) インシュリンに

対する感受性が低下し(“インシュリン抵抗性"と呼

ばれる).軽度の糖尿病状態となり，肥満が慢性化す

るというものである。以上のように，腸内フローラが

宿主の栄養吸収を援助していることはともかく，その

細菌組成如何で、は，慢性でかつ炎症性の肥満まで引き

起こすという衝撃的な実験事実が示されている。

栄養吸収の援助については，腸内細菌が鉄やカルシ

ウムなどのミネラルの吸収を援助していることも知ら

れている。また，ヒトが独自に生合成できない，ビタ

ミン Kやピタミン B群をある種の腸内細菌が合成し，

供給していることも知られている 10)。さらに，食餌

成分中のダイゼインやゲニステインは，ある種の腸内

細菌により，強いエストロゲン活性のあるエクオール

に変換されることが知られている 11)。

3.2 宿主免疫系への作用

3.2.l 乳幼児期の免疫系発達に与える影響

新生児期の免疫系は未熟で，外界から次々と送り込

まれてくる生まれて初めて遭遇する腸内細菌の刺激を

受けながら免疫系が構築されていくと考えられる(第

4図)12)。これは，無菌マウスの腸管の発達を見れば

一目瞭然である。無菌マウスの盲腸は水分を多量に含

んで巨大化している一方，回腸粘膜は薄く，微繊毛は

短く，固有層の発達も不十分である。パイエル板も未

発達で¥腸上皮問リンパ球の細胞数や種類も異なり，

粘膜固有層中の IgA産生細胞数も少ない 13)。

3.2.2 経口免疫寛容の誘導
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Treg> 免疫寛容

IgA分泌

第4図 腸内フローラの形成-成熟と宿主免疫系の発達

生後直後の無菌状態の腸管には，様々な細菌が入れ代わり立ち代わり定着し，フローラは変遷しながら，母

乳・人工乳中のオリゴ糖を優先的に利用できるピフイズス菌が主体のフローラ“ピフイズスフローラ"に落ち着

いていく 。この間，宿主免疫系は，それらの刺激を受けながら発達していくものと思われる。生後半年が経過す

ると ，一般的に離乳食が始まるが，そこで， 一端ピフィズスフローラを形成し落ち着いていたフローラは一気に

成人型の複雑なフローラへと変遷していく 。この時期に受ける，微生物および食餌由来の抗原刺激も免疫系の発

達に多大なる影響を与えているものと恩われる。そして，離乳を迎えるころには，制御性 T細胞が十分に誘導

され免疫寛容が成立した，また ThlとTh2のバランスが整ったアレルギーを回避できる免疫系が準備されてい

く。さらに IgAも十分に生産できる免疫系が構築される。一方，腸内フローラは，食事の影響を大きく 受けな

がら， 3つの異なる微生物コミュニティーで形成されるエンテロタイプへと分かれていく 。

本来異物である食物を，免疫系の攻撃対象とせず，

腸管においては排除しないでおくシステムを経口免疫

寛容と称する。経口免疫寛容は，生後離乳期を迎える

前に準備されていることが必要で，それが遅れると食

物アレルギーを誘発する。無菌マウスでは経口免疫寛

容は誘導されないことから 14) 腸内フローラがここ

で重要な役割を担っていることが分かる。須藤らのグ

ループはさらに，細菌種によりその誘導能が異なるこ

と，新生時期にその細菌刺激を与えないと経口免疫寛

容が誘導されないことなども示している (マウスにて

生後 5週間後に Bがdobacteriuminfan仰を定着させ

ても免疫寛容が誘導きれなかった)。 免疫寛容が誘導

第 108巻 第 10号

される機序として， (1)抗原特異的T細胞の消失 (デ

イリーション)，(2) T細胞の抗原に対する不応答化

(アナジー)， (3)抑制性調節 T細胞の誘導による能

動的抑制 (アクテイブサプレッション)の 3つが考え

られている。一般には低量の抗原刺激ではアクテイブ

サプレッシヨンが，多量の抗原刺激ではデイリーショ

ンやアナジーが誘導されやすいと考えられている。

(3)で誘導された制御性T細胞は，IL-10および

TGF-s等の抗炎症性サイトカインを分泌し免疫系の

制御に働く 。近年，東京大学の本田らのグループは，

マウスを用いた実験により ，腸内共生菌の Clostridi・

um属の clust巴rsIVとclusterXIVaが大腸上皮細胞

729 



のTGF-sの産生を促し制御性T細胞を分化誘導す

ることを示している 15)。

3.2.3 Thl/Th2ノてランス

細胞性免疫を司る Thl細胞と液性免疫を司る Th2

細胞のバランスも生体のアレルギ一反応を抑制するた

めに重要である。新生児期には Th2優勢の傾向にあ

るので，乳児期に多くの Thlを誘導することが必要

となる。 Thlの誘導には，樹状細胞やマクロファー

ジからの IL-12によるナイーブ Th細胞の刺激が必要

である。 IL-12は，腸内細菌の種々菌体成分がパイエ

ル板等に存在する樹状細胞やマクロファージの Toll

様受容体を刺激することにより分泌誘導されると考え

られている 16)。過度の抗生物質療法による腸内細菌

の排除や過剰衛生的育児による菌体成分との接触の減

少などにより，現代人はバランスが Th2に偏る傾向

にあり，それがアレルギー急増の原因となっていると

する過剰衛生仮説は，この Thl/Th2インバランスに

よって説明がなされている 17)。

3.2.4 炎症性腸疾患と腸内細菌

腸内細菌もまた宿主にとっては異物となるため，そ

れを排除しないための免疫寛容の機構が必要となる。

これが破たんすると炎症性腸疾患 (IBD) を発症する

ことになる。この免疫寛容システムについても多く研

究が進んでいるが，近年注目されているものに，菌体

表層にポリサッカライド A (PSA) という多糖を形

成する腸内共生菌Bacteroidesj均~gilis がある。 B.j均一

gilisのPSAはT細胞の TLR2を介して制御性T細

胞の IL-I0産生を尤進し，同時に Th17の誘導を抑制

し炎症反応を抑えている。また PSAは樹状細胞の

IL-12の産生を誘導し， Th2を誘導する 18)。以上のよ

うにして B.j均igilisは炎症反応を抑え，自己への免疫

系の攻撃を回避し腸管にて安住できるようにしてい

る。このように免疫システムを巧みにコントロールし，

腸管に定着している腸内共生菌は他にも存在する可能

性があり，今後の研究に注目される。

近年，腸上皮細胞からプロスタグランジン 2が多く

分泌されており，腸内の樹状細胞やマクロファージに

作用して，通常は腸内細菌の刺激による炎症性サイト

カインの産生誘導を抑え，むやみに腸炎が起こらない

ようにしていると報告されている 19)。さらに，腸管

上皮細胞では， TLR4遺伝子の DNAがメチル化され

ており， TLR4の遺伝子発現が制御されており，病原

73日

性細菌などによって誘導される炎症反応が抑制されて

いることも示されている。この現象は無菌マウスでは

見られないことから，腸内細菌がエピジェネティック

にDNAを修飾し，共生システムを作出していると見

て取ることができる却)。

3.2.5 免疫賦活

腸内細菌による免疫賦活も忘れてならない。小腸で

は，腸管内腔へ著量の IgAが分泌生産されおり，病原

菌の腸管粘膜からの侵入阻止や毒素中和の働きを担っ

ている。免疫系が未発達の乳児は IgA生産能は低く，

母乳から IgAを摂取し病原菌の侵入を阻止している

ことはよく知られている。そして，腸内共生菌の定着

とともに， IgA生産能が向上していく。腸内共生菌そ

のものも含めて，腸管内の抗原は M細胞からバイエル

板内に取り込まれ，樹状細胞により捕捉・処理されT

細胞に提示される。刺激を受けた T細胞は IL-4， IL-5， 

Iレ6などのサイトカインを産生し，未熟B細胞を IgA

+B細胞へと誘導する(クラススイッチ)0IgA +B細胞

はパイエル板を離れ，所属リンパ節から循環血液に乗

って，粘膜固有層へ移動すると考えられている。粘膜

固有層には多数の IgA分泌細胞が存在し，上皮層を介

して IgAが管腔側に排出され， IgAは，抗原と結合す

ることにより病原菌や異物の排除を行う 2九上記の

IgA+B細胞への分化は，シトシン・デアミナーゼ

(AID)が関与するが， AID欠損マウスにおいては，

腸内フローラの構成が乱れることが報告されている。

この事実は， IgA抗体の産生誘導に腸内共生菌が関わ

るだけでなく， IgA抗体が腸内共生菌を制御すること

が示しており大変興味深い 22)。

3.3 神経系への作用

近年，腸管は，免疫システムだけに限らず，発達し

た神経系も併せ持ち，腸管では神経系，内分泌系，免

疫系が高度なネットワークを構築していると考えられ

るようになってきた。また，元来消化管の神経系や内

分泌系を制御する機能から発見されてきた消化管ホル

モンの多くが脳にも作用することが示されたり，逆に，

脳内の癒しホルモンとして知られているセロトニンの

95%が腸で作られていることが示されたり，腸管と

脳が密接な情報連絡を行っていることが分かつてきた。

そして，この腸管におけるセロトニンの前駆体である

トリプトファンの血中濃度が腸内共生菌の一種である

Bがdobacteriuminfantisの定着により増幅されること
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ロビンを生成してメトヘモグロビン血症などの酸素欠

乏症を引き起こす危険性がある上(ブルーベビー症候

群)， 2級アミンと結合して発ガン性物質のニトロソ

アミンを生じる問題が指摘されている 29)。

また，硫酸還元菌 (Sulfate-reducingbacteria)が

産生する硫化水素が潰蕩性大腸炎の一要因である可能

性が指摘されている。硫化水素は腸上皮細胞に対する

アポトーシスや細胞増殖，遺伝子変異に関与している

可能性が示唆され，実際に，大腸癌の高危険群である

潰蕩性大腸炎患者の便中には硫酸還元菌が多いことが

報告されている 30)。また，大腸癌術後の大腸腫蕩高

リスク群では，コントロール群に比べて硫酸還元菌が

多いという報告もある 31)。硫酸還元菌は腸管内に豊

富なクロストリジウムなどが生産した水素を利用して

硫酸を還元し，エネルギーを得て増殖するが，同じく

腸内に生息するメタン生成菌は水素を利用して炭酸ガ

スを還元しメタン発酵することで増殖する。したがっ

て，硫酸還元菌とメタン生成菌は腸内では競合関係に

あると言われている。実際に，アフリカ系黒人ではメ

タン生産菌が優勢で硫酸還元菌が少なく，大腸癌発生

も少なくなっている 32)。

も示されている 23)。マウスモデルにおいて，腸内細

菌が初期の脳におけるシナプスの正常な発達に重要で、，

腸内細菌を持たないマウスが成長後に攻撃的になり危

険を伴う行動を起こすことも示された 24)。つまり腸

内細菌が，脳の発達から，その後の脳や神経系の機能

維持に重要な役割を果たしていることが示唆されてい

4. おわりに

る。

3.4 癌との関連性

日本人の大腸癌，罷患率は近年増加の一途をたどって

いる。その原因として，肥満，運動不足，喫煙，飲酒

などのリスク因子に加えて，赤肉食や高脂肪食，野菜

や食物繊維不足などの飽食の時代にあって西洋食化を

迎えた食生活の変化が大きいと考えられている。中で

も，日系ハワイ人において大腸ガン穣患率が高いこと

を示した疫学調査の結果は有名である 25)。しかし

それに加えて，動物実験において，高脂肪・高動物性

タンパク質・低食物繊維食の摂取が，腸内細菌により

代謝され，発癌リスクを高める化学物質に変換される

ことが指摘されているお)。それらの発癌性物質には，

俗に腸内の腐敗産物と言われるアンモニア，硫化水素，

アミン，フェノール，インドールから，アミノの反応

物であるニトロソ化合物や 一次胆汁酸代謝物のデオ

キシコール酸やリトコール酸などの二次胆汁酸，一部

の細菌が腸管にて生産する活性酵素などが挙げられて

!
?
}
:
 

以上のように，生体内において様々な機能を有する

腸内フローラであるが，それは多種多様な細菌が形成

するコミュニティーであり，それらのバランスをうま

く調整して，各細菌の健康促進機能を最大限に発揮で

きるような構成を維持させることが要となる。一方，

そのバランスが乱れ，腸内フローラの機能が悪化する

ことにより，各種疾病が起こると考えられる。しかし

どのような構成が最良であるかは一筋縄では理解でき

ず，何を食するとどのような細菌叢となり，種々細菌

がどのように宿主に作用するかを事細かく明らかにし

ていくことが今後の研究課題となっていくであろう。

(九州大学大学院農学研究院〉
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