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研究成果の概要（和文）：腸管および腸内細菌叢は腎臓病の病態形成に関与しており近年この腸腎連関が注目さ
れている。本研究では、腸内細菌叢を欠失した無菌の腎不全モデルマウスのメタボローム解析を行った結果、腎
不全時に体内に蓄積する尿毒素の内、腸内細菌由来尿毒素群を同定した。さらに無菌マウスでは腸管での短鎖脂
肪酸の産生消失および腸管でのアミノ酸利用効率の低下を認めており、これが腎不全進行に負に寄与している可
能性を示唆する結果を得た。従って腸内細菌叢は腎不全の病態に正負両面に寄与していることを明らかにした。
さらに糖尿病治療薬であるカナグリフロジンは腸内細菌叢を変化させ、腸内細菌叢由来尿毒を減少させることを
明らかにした。

研究成果の概要（英文）：Microbiota is involved in pathophysiology of renal disease such as 
accumulation of uremic solutes. We compared renal failure and control mice under germ-free or 
specific pathogen-free (SPF) conditions, examining the metabolite profiles using CE-TOFMS. We 
revealed that 11 solutes were considered microbiota-derived uremic solutes. Additionally, germ-free 
renal failure conditions resulted in the disappearance of colonic short-chain fatty acids, decreased
 utilization of intestinal amino acids, and more severe renal damage compared with SPF mice with 
renal failure. Thus, microbiota contributes to the production of harmful uremic solutes, but 
conversely, growth without microbiota has harmful effects on CKD progression. We examined the effect
 of canagliflozin, a SGLT inhibitor, on the accumulation of uremic toxins using renal failure mice. 
Canagliflozin treatment significantly reduced the plasma levels of p-cresyl sulfate and indoxyl 
sulfate and altered the microbiota composition.

研究分野： 腎臓内科学
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１．研究開始当初の背景 
 
慢性腎臓病（CKD）は糖尿病・高血圧などを
原因として発症する進行性疾患であり成人
の８人に１人が発症する国民病である。CKD
が進行すると末期腎不全に陥るのみならず
心血管病による死亡リスクも高めるため、進
行を抑制することは国民の健康維持・医療財
政の観点から重要な課題である。しかしCKD
に対する有効な特異的治療薬は乏しく悪化
要因の是正として血圧・血糖・貧血などの管
理だけでは病状進行を完全に止めることは
できない。そのため CKD の悪化において未
だ明らかとなっていない側面から病態解明
を行い新規治療薬を開発することが渇望さ
れている。 
 
近年、糖尿病・肥満・発がんなど様々な病態
の一因として腸内細菌叢の関与が注目され
ており、CKD においても腸内細菌叢や腸内
環境が変化していることが報告されている。
腎機能 低下時には本来腎臓により排泄され
るべき「尿毒素物質」が体内に蓄積し、蓄積
した尿毒素が腎機能をさらに悪化させると
いう悪循環が存在するが、インドキシル硫
酸・p-クレシル硫酸・トリメチルアミン
-oxide(TMAO)など CKD 増悪や血管合併症
に強く関与する代表的な尿毒素は食事由来
の成分を元にして腸内細菌によって産生さ
れる。そのため腸内環境や腸内細菌叢の変化
はこれら尿毒素の産生量に影響を与えるう
る。また CKD では尿毒素蓄積・高頻度に合
併する便秘・組織虚血や浮腫による腸管障
害・内服薬の影響など種々の影響で腸内細菌
叢が変化し腸内環境が悪化していることが
分かってきた。さらに腎不全時には腸管壁の
バリア機能も障害されており 腸管由来尿
毒素および腸内細菌そのものが障害腸管か
ら血中に移行していることが CKD における
慢性炎症の一因にもなっている(Vaziri.Am J 
Nephrol.36:438,2012)。このように CKD 病
態における腸管と腎臓の関わり「腸腎連関」
が近年提唱されている。したがって腸腎連関
の面から CKD 病態の解明を行うことで腸管
をターゲットとした CKD の新たな治療法の
開発が期待されている    
 
２．研究の目的 
 
腎臓病の病態における腸管・腸内細菌叢の関
わり「腸腎連関」についてメタゲノム解析、
無菌マウスや便を含む生体サンプルのMS解
析などのツールを用いつつ解明を行う。そし
て腸管という新しいアプローチから CKD 及
の治療薬の開発を目指す。 
 
３．研究の方法 
(1) CKD 病態における腸内細菌叢の関与の同
定。 
無菌環境で飼育して腸内細菌叢を有さない

Germ Free（GF）マウスと通常飼育環境下で
飼育した Specific pathogen free (SPF)マウ
スを用いてアデニン誘発性の腎不全モデル
マウスを作成した。GF マウス、SPF マウス、
GF 腎不全マウス、SPF 腎不全マウスの 4群を
作成し、各群の血液、尿、便サンプル内の 
代謝物を解析するとともに、腎機能を評価し
た。代謝物解析は CE-MS を用いたメタボロー
ム解析を行い、尿毒素については LC-MS を用
いた測定系も行った。 
 
(2)カナグリフロジンの尿毒素減少効果の検
討。 
糖 尿 病 治 療 で あ る Sodium-Glucose 
transporter(SGLT)阻害薬の内、カナグリフ
ロジンは腎尿細管でのSGLT2阻害作用に加え
て小腸上皮に発現するSGLT1の弱い阻害作用
も有している。小腸でのグルコースの吸収抑
制により大腸へのグルコースエスケープが
もたらされると大腸内の腸内細菌叢に影響
をあたえ、尿毒素産生量の変化を介して CKD
病態に変化を及ぼす可能性がある。本研究で
は、アデニン誘発腎不全マウスへカナグルフ
ロジン（10mg/kg）を 2 週間経口投与し、尿
毒素、腸管内短鎖脂肪酸、腸内細菌叢等への
影響を検討した。 
 
４．研究成果 
 
(1)無菌腎不全マウスと SPF 腎不全マウスの
血中、尿、便の代謝物をメタボローム解析し
た結果、183 種の代謝物が血中から検出され
た。その内 57 種が腎不全時に血中濃度が蓄
積する尿毒素物質であり、さらにこの内 11
種の代謝物は無菌腎不全マウスでは血中濃
度が減少または消失していた。したがってこ
の 11 種の代謝物（インドキシル硫酸,p クレ
シル硫酸,フェニル硫酸,コール酸,馬尿酸,
ジメチルグリシン,グアニジノ酪酸,グルタ
ル酸,ヒドロキシペンタン酸,TMAO,フェナセ
ツル酸）は、その産生に腸内細菌叢が関与す
る“腸内細菌叢由来尿毒素物質”であること
を同定した（図 1）。 
 

図 1：腸内細菌叢由来尿毒素の同定 
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また、これらの 11 種の腸内細菌叢由来尿毒
素は、①100%腸内細菌叢に由来する物質、②
腸内細菌叢と宿主の代謝物の両方に由来す
る物質、③腸内細菌叢代謝と食事成分の蓄積
に由来する3パターンに分かれることがわか
った（図 2）。 

図 2：腸内細菌叢由来尿毒素の分類 
 
このように腸内細菌叢がいない無菌腎不全
マウスでは腎臓病の進展や心血管障害の悪
化に影響する尿毒素類が減少していたが意
外にも、無菌マウスは腸内細菌叢を有する通
常マウスよりも腎機能障害が悪化しやすい
ことがわかった。このことは腸内細菌叢は尿
毒素産生という腎臓病にとって負の面のみ
ならず、何らかの腎保護的な正の役割をも果
たしていることを示唆する結果である。本研
究では、腸内細菌叢は腎不全時においての腸
管内での短鎖脂肪酸産生やアミノ酸代謝に
大きな影響を及ぼしていることが明らかに
した。短鎖脂肪酸やアミノ酸は免疫制御や栄
養シグナルを介して腎保護的な役割を担っ
ていることが近年報告されており、腸内細菌
叢は免疫や栄養面から腎保護的な役割を果
たしていることが想定される（図 3）。 

図 3：腸内細菌叢消失の腎障害への影響 
 
以上から、腸内細菌叢は尿毒素に深く関わる
一方、その欠如は腸内細菌が担う腎保護作用
の欠落から腎障害を増悪させた。腸内細菌叢
はCKDに正負両面から関与しうることを明ら
かにした（図 4）（Mishima. Kidney Int. 2017）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4：腸腎連関 

(2) カナグリフロジンの腸管作用を介した
尿毒素蓄積減少効果 
 
腎不全マウスへのカナグリフロジン投与の
影響を検討した結果、腸内細菌叢由来尿毒素
であるインドキシル硫酸や p-クレシル硫酸
の血中濃度を減少させるととともに、腸管内
の短鎖脂肪酸を増加させる作用があること
を見出した（図 5）。 
 

 
図 5 カナグルフロジンの腎不全マウスへの
影響 
 
またカナグリフロジンは腎不全マウスにお
いて腸内細菌叢の有意な変化をもたらした
ことから、この腸内環境変化が尿毒素蓄積や
短鎖脂肪酸産生に影響を及ぼしている機序
が考えられる（Mishima et al. Am J Physiol 
Renal Physiol. 2017）。 
 
このように他疾患での既承認薬の腎保護効
果を見出すことはCKD治療薬へのドラッグリ
ポジショニングが期待される。 
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