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１．緒言
ヒトの腸管内には 100 兆個、1000 種類を超える細菌が存在する。食物の消化、吸収を行う腸管では、口から摂取され
た食物とともにさまざまな細菌が侵入し、腸内に定着・増殖し、細菌叢を構築する。腸管には体内で最大の細菌叢が存在
しており、免疫反応の調節や腸の恒常性維持において重要な役割を果たしている。適切な腸内環境を維持するためには、
腸内環境を構成する細胞や細菌の生理学的相互作用の解明が重要である。これまで、腸内細菌叢の研究は、常在細菌叢か
ら直接ゲノム DNA を抽出し、培養を経ることなく配列決定するメタゲノム解析に依存してきた。しかしメタゲノムアプ
ローチでは、in vitro で腸管上皮およびその上の粘液層と直接接触する腸内細菌の安定した複雑なコミュニティを確立す
る方法が存在しない。そこで本研究では、微絨毛などの特徴的な腸管構造と機能を再現した腸管デバイスの作製を行うと
ともに、このデバイス上で形成されるヒト腸管細
胞と腸内細菌叢の構成細菌の相互作用を解明で
きる腸管モデルの構築を目指した。腸管細胞とし
て Caco-2 細胞（ヒト結腸腺がん由来）を用い、セ
ルカルチャーインサートシステムやポリジメチ
ルシロキサン（PDMS）膜を用い、膜上もしくは膜
の両面で Caco-2 細胞と腸内細菌叢構成細菌であ
る乳酸菌と大腸菌の共培養を行い、増殖した細菌
数から細胞と細菌の相互作用を評価した(1)。さら
に、ムチンを固定化したプレートでの細菌培養を
行い、増殖した細菌数から細胞を用いずに粘液層
と細菌の相互作用も評価した（図１）。
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図 図１
１．腸管を模倣したデバイスでの腸内細菌叢の再構築における検討事項。
腸管を模倣したデバイスでの腸内細菌叢の再構築における検討事項．
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２．Caco-2 細胞と細菌の共培養系の構築
PDMS 薄膜は、柔軟性に富みガス透過性を有するため、微絨毛などの複雑な構造から成る腸管構造を再現するための足
場として適切である。しかし、疎水性が高いため細胞を接着させるには、細胞外マトリックス分子などの細胞接着分子を
事前にコーティングする必要がある。そこで、コラーゲンⅠをコーティングした PDMS 薄膜と未処理の PDMS 薄膜に細胞
を播種後、観察を行ったところ、コラーゲンⅠをコーティングした PDMS 薄膜上でのみ接着と増殖が確認された。
次に直径 1.0 µm の細孔を有するポリエチレンテレフタレート（PET）膜から成るセルカルチャーインサート（メルク
社）を用い、細胞と細菌の共培養の検討を行った。はじめに、Caco-2 細胞の培地である DMEM 中で乳酸菌と大腸菌の培
養が可能かどうかを調べるために、DMEM 中での乳酸菌と大腸菌の増殖を濁度測定によって評価した。その結果、乳酸
菌も大腸菌も共に DMEM 中での増殖が確認され、2 次代謝物である乳酸の影響によって培地の色が変化（pH が変化）す
るのも確認された。
セルカルチャーインサート上で培養した Caco-2 細胞上での細菌の共培養状態を評価するため、細胞上に存在する菌数
を計測した。24 時間培養後に PBS で Caco-2 細胞層を 3 回洗浄後、細胞上に残った細菌数を計測したところ、乳酸菌が
4.5×107 CFU/mL、大腸菌が 4.0×107 CFU/mL であった。腸内の細菌の種類と数には個体差があり、年齢や食事の内容、体
調などによって変化がみられるが、成人の便 1 g あたりの乳酸菌の数は約 106 個、大腸菌の数は約 108 個であることがわ
かっており、今回得られた細菌数は成人の便 1 g あたりの細菌数と同程度であった。細菌と共培養後、細胞が PET 膜から
剥離した様子は観察されなかったが、細胞間隙を通過して下のプレートの培地へ移動・増殖していたことが確認されたこ
とから、今回の培養法では、Caco-2 細胞のタイトジャンクション形成は不十分であったことが推察される。
このような培養法による定量評価に加え、遺伝子解析による外来細菌の
コンタミネーションがないかどうかの検討も行った。共培養した菌体から
DNA を抽出し、PCR により細菌の 16S rRNA 遺伝子を増幅し、アガロース
ゲル電気泳動により確認した。その結果、腸内細菌科（Proteus mirabilis を
除く）およびビブリオ科に属する細菌を特異的に検出する ENT プライマー
では目的通りの増幅産物（約 420 bp）が確認できたが、バチルス属、スタ
フィロコッカス属およびエアロコッカス属に属する細菌を特異的に検出す
る BS プライマーでは、増幅産物（約 380 bp）は確認できなかった。このこ
とから、培養した菌体に腸内細菌科の乳酸菌と大腸菌が存在し、バチルス
属、スタフィロコッカス属およびエアロコッカス属に属する細菌群はコン
タミネーションしていないことが確認できた。
体内における細菌叢は、Caco-2 のような上皮細胞上に直接付着して増
殖しているのではなく、上皮細胞が分泌する粘液層中で増殖している。こ
のような粘液層を含めた細胞の培養系を再構築するために、Caco-2 上での
ムチンの分泌状況を調べるとともに、ムチン上で増殖した細菌数を計測し
た。その結果、わずかではあるが Caco-2 上でのムチンの分泌が確認でき
た（図２）。また、ムチン上で増殖した乳酸菌と大腸菌の菌数は、Caco-2
上で培養した得られた乳酸菌と大腸菌数とほぼ同じ数値が得られた。

３．結言
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本研究では、人工的な腸内環境の再現を目指し、細胞と細胞の共培養、細胞と細菌の共培養の検討を行った。表面未
処理の PDMS に細胞が接着しないことを利用して、セルカルチャーインサートの膜裏面での細胞の接着・培養に成功し
た。これにより、セルカルチャーインサートを用いた膜の上下での接着系細胞の共培養が可能になった。また、Caco-2
細胞、ムチン上での乳酸菌と大腸菌の共培養によって、腸管上皮細胞、粘液層、腸内細菌の相互作用を解明する基盤を
構築することができた。今後は、より忠実に微絨毛などの腸管構造を模した多孔質膜を作製し、膜の上下での細胞の共
培養を行うとともに、粘液層を形成する細胞上で細菌を培養し、より腸管環境を模倣したモデルの構築を目指す。本研
究により、腸内細菌叢に対する外来細菌の影響や薬の吸収・代謝に与える影響を簡便にモニタリングすることが可能に
なり、革新的な腸内細菌叢研究の基盤技術となることが期待される。
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