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研究成果の概要（和文）： ナノ粒子の製造技術の進歩に伴い、食品添加物ナノ粒子が多数市販されるようにな
った反面、そのリスクも懸念され始めている。そこで、公称径0.5μmのアナターゼ型TiO2 NPsと公称径0.8μmの
SiO2 NPs、および公称径0.3μmのFe2O3 NPsの3種類のNPsをマウスに経口投与し、排出された糞を腸内細菌叢と
して解析を行った。その結果、食品添加物ナノ粒子は、可溶性で粒径の小さなものほど、過剰摂取によって腸内
細菌叢の構造が大きく変化し、下痢の原因菌であるClostridiaceaeを優勢化することで、消化器官に関連する疾
病に繋がる恐れのあることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：Development of nanoparticle (NP) production have resulted in the appearance 
of numerous food additive NPs in the market. However, there are concerns about the risks of 
consuming these NPs.In this research, to study the effects of these NPs on the intestinal flora, 
three types of NPs, namely, anatase TiO2 NPs with a nominal particle size of 0.5μm, SiO2 NPs with a
 nominal particle size of 0.8μm, and Fe2O3 NPs with a nominal particle size of 0.3μm were orally 
administered to mice, and the feces excreted were analyzed for intestinal flora.From the result 
indicate that,excessive consumption of soluble food additive NPs with a small particle size cause 
great changes in the composition of the intestinal flora, and there is a risk that these could lead 
to digestive tract disorders because of the increasing predominance of Clostridiaceae species.  

研究分野： 生物工学

キーワード： 腸内細菌　菌叢解析　嫌気発酵
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しかしながら、

0.007, 0.07%

与し、このときの糞便を採取して培養したとこ

ろ、バイオガス生成量は対照に比べて、約

に増加したものの、下痢は発症しなかった。

また、菌叢の構成菌種を対照と比較しても、

Clostridiaceae

Lactobacillaceae

以上より、同じ粒子を投与しても、粒径が小

さいと、腐敗菌が優勢化することがわかった。

結言 

 食品添加物ナノ粒子は、同一質量当たりの界

面積が大きく、過剰摂取すると腸内細菌構造を

崩し、疾病を引き起こす可能性がある。
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