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研究成果の概要： 
本研究では腸内細菌叢およびその代謝産物が腸管免疫機構に与える影響を検討した。手術標本

から粘膜平滑筋細胞を分離培養し、腸内細菌産物である LPS(Lipopolysacchalide)と Sodium 
butyrate がによる遺伝子発現の変化を検討した。LPS と Butyrate は粘膜平滑筋細胞において

それぞれ単独の刺激で種々の遺伝子発現を誘導するが、共刺激によりさらに異なる遺伝子発現

を誘導した。これらの結果は、腸内細菌叢が消化管細胞にあたえる複雑な影響を示している。 
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研究分野：医歯薬学 
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１．研究開始当初の背景 
 ヒトの消化管内には数百種、総数にして人
体を構成する細胞の１０倍以上の腸内細菌
が常在している。健常状態において腸管粘膜
はこれら多種大量の腸内細菌叢に暴露され
ながらもこれらと共存し、「生理的炎症」と
される軽度の炎症状態においてその恒常性
を維持している。 
 潰瘍性大腸炎、クローン病といった炎症性
腸疾患（IBD）の原因は未だ不明であるが、
1990 年代に種々の動物モデルにおいて腸内
細菌叢の存在が IBD 類似腸炎の発症と増悪
に必要であることが示され、現在では腸内細

菌に対する防御・共存機構の破綻が IBD に代
表される慢性難治性消化管粘膜炎症の原因
ではないかと考えられている 
 我々はこれまで、無菌マウスに常在腸内細
菌叢を定着させる「通常化モデル」を作成し
研究を行ってきた。無菌マウスの大腸粘膜は
通常環境下のそれに比べ粘膜・粘膜下層の萎
縮を特徴とするが、常在腸内細菌叢の導入後
数日で一過性の激しい炎症を生じる。しかし
約２週間後には炎症は鎮静化し、約４週間後
には通常環境下のマウスと同様の組織像を
呈する。この過程は、遺伝的背景の正常な個
体が無菌環境下ゆえに常在腸内細菌叢に対



する防御・共存機構を獲得しえず、そのため
腸内細菌叢に暴露された直後に一過性の腸
炎を発症し、そのあと防御・共存機構を発現
し炎症が鎮静化する過程であると考えられ
る。従って、この通常化の過程における消化
管粘膜構成細胞の機能を解明することは、
IBD をはじめとした消化管粘膜炎症の病
因・病態を解明する上で極めて重要な知見を
もたらすことが期待される。我々は従来、こ
の通常化過程における小腸と大腸の腸上皮
細胞の遺伝子発現の変化を焦点に研究を行
い、またこの結果をもとにヒト IBD における
遺伝子発現の異常を同定し報告してきた。 
 本研究計画では、当初これまでと同様の
「通常化モデル」を作成し、腸上皮細胞以外
の細胞（粘膜固有層リンパ球、血管内皮細胞、
粘膜固有層平滑筋細胞など）の通常化の過程
における遺伝子発現の変化、特に Notch シグ
ナルに関わる分子の変化を検討する予定で
あった。しかし 2006 年度より、それまで無
菌マウスを販売していた日本クレアからの
販売が中止され入手が不可能となった。この
ため、当初から研究計画の大幅な変更を余儀
なくされた。 
 そこで本研究では、粘膜免疫においてまだ
その役割が充分解明されいていない平滑筋
細胞（粘膜平滑筋細胞：以下 M-SMC）に注
目し、腸内細菌叢産物による細胞機能の変化
を研究することとした。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、粘膜を構成する主要な細胞成
分である平滑筋細胞（M-SMC）を分離培養
し、腸内細菌産物である Sodium Butyrate
および LPS(Lipopolysaccharide)刺激による
遺伝子発現の変化を明らかにすることを目
的とする。 
 
３．研究の方法 
(1)M-SMC の分離と培養： 
 手術で得られた正常大腸粘膜より、酵素処
理により M-SMC を分離・培養した。長期培
養による特徴的形態および免疫染色法によ
り平滑筋細胞であることを確認した。（図１
A, B） 
 
図１A: 
長期培養による
平滑筋細胞の形
態変化：ヤマ状の
部分と谷状の部
分が観察される。 

 
 
図１B： 

免疫染色法による
培養細胞の確認：
 
上段：α-SMA 
中段：desmin 
下段：control IgG
 
α-SMA、desmin
ともに陽性である
ことから、平滑筋
細胞であることが
確認される。 

 
(2)アレイ法による遺伝子発現の同定： 
 M-SMC を LPS(100mg/mL, 5hr), Sodium 
Butyrate(5mM, 5hr), および LPS+Sodium 
Butyrte により刺激し、total RNA を抽出し
た。Panomics 社製「TranSignal NF-kB 
Target Gene Array」を用いて遺伝子発現の
変化をスクリーニングした。 
(3)Real-time PCR 法による遺伝子発現変化
の確認： 
 (2)の方法で検出された遺伝子発現(mRNA
発現)の変化を、Applied Biosystems 社製 
7300 Real Time PCR System を用いて定量
的に確認した。 
(4)ELISA 法による蛋白質発現の検討： 
 R&D 社製 ELISA kit により、培養細胞上
清中の蛋白質濃度を測定した。 
 
４．研究成果 
(1) アレイ法による遺伝子発現の同定（図

２）： 
LPS刺激により、ケモカインであるCCL2, 
CXCL1, IL-8 の発現が誘導された。
Sodium butyrate との共刺激により、
CCL2 と CXCL1 の発現は抑制されたが、
IL-8 の発現には変化は見られなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

<図２:アレイ法による遺伝子発現の同定> 



 ELISA 法による M-SMC 培養上清中の蛋白質
定量を、Butyrate 単独刺激と Butyrate + LPS
刺激下に行った。 

       GAPDH  CCL2   CXCL1   
IL-8 
 
No stimulation  CCL2, CXCL1 は、Butyrate 単独刺激により

低濃度（0.05~0.5mM）ではやや上昇するが、
1mM 以上の濃度では用量依存的に低下した。
LPS との共刺激では、Butyrate 用量依存性に
蛋白質発現は低下した(A,B)。一方 IL-8 は、
Butyrate 単独刺激で用量依存的に発現が増
加し(D)、LPS との共刺激では 0.5mM 以上の用
量で低下したが、その程度は CCL2 に比べて
軽度であった(C)。 

 
LPS 
Sodium butyrate 
+ LPS 
 
（２）Real-time PCR 法による遺伝子発現変
化の確認（図３） 
 アレイ法によって同定された上記遺伝子
発現の変化を、定量的 PCR法により検討した。
CCL2発現はLPS刺激により約1.8倍に上昇し
た。低濃度（0.05mM）の butyrate 共刺激は
CCL2 発現を軽度上昇させたが、0.5mM 以上の
濃度では用量依存性に発現を低下させた。
CXCL1, IL-8 発現にも同様の傾向が認められ
たが、IL-8 においては Butyrate 

 
<図４:ELISA 法による蛋白質の定量> 
 

作用はより軽度であった。 
 
<図３:定量的 PCR による遺伝子発現の検討> 
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（３）ELISA 法による蛋白質定量（図４） 
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0.5  1  2  5 
LPS   No  stimulation       100ng/mL 
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Butyrate  0   0.05  0.5   1   2   5mM 
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これらの結果から、 
① Sodium butyrate は低濃度（0.05~0,5mM）

以下では CCL2, CXCL1 遺伝子発現を亢進さ
せ、高濃度ではその発現を抑制する。 

② IL-8 は、Sodium butyrate 単独刺激によ
り用量依存的に発現が亢進する。 

③ LPS 刺激はいずれのケモカイン発現も増
加させる。Butyrate 共刺激により高濃度で
その発現は抑制されるが、その程度はケモ
カインによってことなる。 

ことが明らかとなった。 
 これらの結果は、腸内細菌によって産生さ
れる Butyrate が濃度によって平滑筋細胞か
らのケモカイン産生に対して逆の作用を呈
することを示している。さらに、LPS と
Butyrate の共刺激の結果から、腸内細菌は
様々な物質を介して腸粘膜を構成する細胞
に対して複雑に作用することを示唆してお
り、生体と腸内細菌の共存機構を解明するた
めにはこれらの複雑な相互作用の研究が重
要であると考えられる。 
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