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現在に至る

時間栄養学における腸内フローラの関与
Chrono-nutrition and intestinal flora
Circadian clock system regulates day-night fluctuation of physiological events, such as sleepwake cycle, hormonal secretion, and sympathetic nervous activities. Peripheral clocks in the
peripheral tissues regulate local clock functions, and the central clock, located in the hypothalamus,
regulate local peripheral clocks. Recently, several papers demonstrated that intestinal microbiota
exhibits day-night oscillations in humans and mice. In addition, jet lag-induced obesity was caused
by microbial dysbiosis, was reported. However, the relationship between intestinal microbiota and
host physiological functions are not well understood. Here, we demonstrated that cecal pH and
short-chain fatty acid (SCFA) showed daily rhythms with lower pH and higher amount of SCFA
at dark period. In addition, oral administration of SCFA at Zeitgeber time (ZT; ZT0 means the
time of light on, and ZT12 means the time of light off.) 5 during the day for consecutive 3 days
caused phase advancement of PER2::LUCIFERASE (PER2::LUC) activity rhythms in the kidney,
liver, and submandibular gland in intact and antibiotic-induced microbiota depleted mice. We also
confirmed this phase entrainment of circadian clocks by evaluating clock gene mRNA expression
rhythms using RT-PCR analysis. Additionally, time-of-day dependent phase and amplitude
changes of PER2::LUC rhythms were detected by administrations of SCFA at different timings in
a day. Taking together, we demonstrated that short-chain fatty acid mainly produced by intestinal
microbiota might be a mediator between microbiota and host circadian clock systems in mammals.
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1 . 背景と目的
哺乳類の体内時計は、脳内の視床下部にある視交叉上核（ SCN ）が主時計として機能している。
視交叉上核は、目から来る光情報により時刻調節を行い、その情報を他の臓器にある個々の末梢時計
へと伝達する。それぞれの時計は、睡眠・覚醒、体温、ホルモン分泌、エネルギー代謝、免疫機能、自
律神経系調節、細胞分化、などなど様々な生理機構に日内リズムを作り出している。食事は光と共に体
内時計を調節するのに有効な環境因子であり、普段の食生活・パターンの改善は、体内時計を健康に
保つのに効果的である。これまでの栄養学にさらに時間の概念を追加した学問が「時間栄養学」であ
り、新しい研究領域として非常に注目されている 1 ）。近年、次世代シークエンサーを用いた腸内細菌叢
解析により、マウスやヒトにおいて腸内細菌叢の構成が概日変動することが多数報告されている2－5 ）。ま
た、時差ボケで腸内環境の Dysbiosis が起こること、時差ボケ中の糞便を無菌マウスに移植するとマウ
スが肥満になることが分かっている 2 ）。さらに、無菌マウスの末梢臓器の体内時計に変化が見られるこ
とも報告されている。しかし、腸内細菌叢と宿主の体内時計の関係については、まだ明らかになってい
ない部分が多い。そこで本研究では、腸内細菌叢が産生する短鎖脂肪酸に着目し、腸内環境が宿主
の体内時計に与える影響について解析を行った。

2. 方

法

実験 1 腸内 pHと盲腸内短鎖脂肪酸量の概日変動
C57BL/6J マウス（雄、8- 12 週齢）を、1 測定時刻に対して 3 匹ずつ使用し、スティック型の
pHメーターを用いて、マウスの盲腸、結腸、直腸内の pHを測定した。intact 群として通常飼育下のマ
ウスを、AIMD（ antibiotic-induced microbiota depletion ）群として抗生物質水を1ヶ月飲水投与し
腸内細菌を除去したマウスを用いた。測定は、ZT（ Zeitgebar time：ZT0を明期開始時刻、ZT12を
暗期開始時刻とする）3 , 7 , 11 , 15 , 19 , 23 に行った。一般的に、pH が低いことは、短鎖脂肪酸の産
生量増加を示す。
次に、イオン排除高速液体クロマトグラフィーを用いて盲腸内容物の短鎖脂肪酸濃度を測定した。
ICR マウス（雄、8 週齢）の盲腸内容物（ 3 匹分を1つのサンプルとして混合）を、ZT3 , 7 , 11 , 15 , 19 ,
23 にて採取して解析した。コハク酸、乳酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、iso - 酪酸、n - 酪酸、iso - 吉
草酸、n - 吉草酸について測定を行ったが、ギ酸、iso - 吉草酸、n - 吉草酸は濃度が薄く測定されな
かった。
実験 2 短鎖脂肪酸投与による末梢時計の変化
次に、短鎖脂肪酸の中でも盲腸内濃度の比較的高い、酢酸、乳酸、酪酸、プロピオン酸（それぞれ
400mM 、0.1ml / kg で投与）を用いて、経口投与による末梢時計への影響を調べた。末梢時計は、
PER2：
：LUCIFERASE（PER2：
：LUC）knock-in マウスとin vivo imaging 装置（住商ファーマ）を
用いて、腎臓、肝臓、顎下腺の PER2：
：LUC 発光リズムを生体マウスで測定した 6 ）。通常の明暗環境
下にて、ZT5 に経口投与を 3日間行い、その後 ZT7 から 4 時間おきに末梢臓器の発光を撮影し、解
析した。同じ実験を、抗生物質水を 1ヶ月間飲水投与した PER2：
：LUC マウスでも行った。さらに、抗
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生物質水を 1ヶ月間飲水投与した C57/BL6J マウスでも同様の実験を行い（ ZT7 , 11 , 15 , 19 , 23 , 3
それぞれで n＝4 ）
、腎臓における時計遺伝子発現リズムをRT-PCRにて解析した。
実験 3 短鎖脂肪酸の投与時刻依存性
実験 2と同様の実験を、抗生物質水を 1ヶ月間飲水投与した PER2：
：LUC マウスを用いて、短鎖
脂肪酸の投与時刻を変えて行った。投与は、ZT0 , 5 , 12 , 17 でそれぞれ 3日間行い、その後 PER2：
：
LUC 発光リズムを測定した。

3. 結

果

実験 1 において、盲腸、結腸、直腸の pHを測定した結果、intact マウスでは暗期に pH が低く、明
期に高い概日変動を示した（図1）
。その変動は盲腸で大きく、結腸、直腸では小さかった。それに対し、
AIMD マウスでは盲腸内の pH は日内変動が無くなり、intact マウスと比べて高い値を示した（ pH7.27.4 ）
。AIMD 処置後のマウスは、盲腸が肥大し、分解できない食物繊維が盲腸内に蓄積していた。

図 1 盲腸内容物の pH 日内変化

盲腸内容物の量も概日変動を認め、ZT23に多くなる傾向が見られた。さらに、短鎖脂肪酸量を測定
した結果、酢酸、乳酸、iso - 酪酸などに概日変動を認め、特に量の多い酢酸は暗期始めに高いことが
分かった（図 2）
。これらの結果は、盲腸内の pH 変動と相関しており、暗期にpH が低い時間帯に短鎖
脂肪酸が多くなることが分かった。

図 2 盲腸内容物の酢酸、乳酸の日内変動
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図 3 intact マウスにおける短鎖脂肪酸投与後の PER2：
：LUC 発光リズム

図 4 AIMD マウスにおける短鎖脂肪酸投与後の PER2：：LUC 発光リズム

暗期の短鎖脂肪酸量の増加が宿主に与える影響を調べるべく、実験 2 では短鎖脂肪酸投与の
実験を行った。明期真ん中の短鎖脂肪酸量が少ない時刻に、短鎖脂肪酸を経口投与した結果、
PER2：
：LUC 発光リズムで測定した末梢臓器の体内時計は、ピーク時刻が腎臓、肝臓で有意に前進す
る結果となった（図 3）。また、AIMD マウスでも同様の実験を行った。まず、AIMD 処置では末梢時計に
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大きな変化は見られず、綺麗な発光の日内変動が見られた。短鎖脂肪酸の投与によって、末梢時計の
位相が前進し、その大きさは intact マウスよりも大きかった（図 4 ）。同じ実験条件にて腎臓の時計遺伝
子発現リズムを調べた結果、Per1 , Per2 , Cry1 , Bmal1 , Rev-erbαにおいて同様の位相前進効果を
確認した（図 5 ）
。さらに実験 3では、PER2：
：LUC AIMD マウスを用いて、短鎖脂肪酸の投与時刻依
存性を調べた。その結果、ZT5 では前進作用を示したが、ZT0 では振幅の低下作用、ZT12 , 17 では
位相後退作用を示すことが明らかになった。これらの結果から、短鎖脂肪酸が宿主の概日時計の振幅
や時刻に影響を与えていることが明らかになった。

図 5 AIMD マウスにおける短鎖脂肪酸投与後の腎臓時計遺伝子変化

4. 考

察

本研究より、① 盲腸、結腸、直腸における短鎖脂肪酸量、pH に概日変動があること、② 短鎖脂肪
酸の投与で末梢臓器の概日時計が変化することが明らかになった。これらの結果は、腸内細菌叢が食
物繊維を発酵して産生する短鎖脂肪酸が、宿主の概日時計に何らかの影響を与える可能性を示して
いる。しかし本実験で、抗生物質投与による腸内細菌叢の除去のみでは、末梢時計に大きな変化は見
られなかった。つまり、腎臓や肝臓の末梢時計への影響は、普段の状態ではあまり無いと考えられた。
一方、大腸上皮細胞の概日時計は、抗生物質投与により大きく変化していることが報告されている 7 ）。
その作用は、AIMD 処置による小腸からのコルチコステロン分泌上昇によるものであった。短鎖脂肪酸
の中でも酪酸は、ヒストン脱アセチル化酵素阻害作用があることが知られており、大腸上皮細胞におけ
る概日時計変化はこれらの作用による可能性もある。また、末梢時計は食餌時刻に強く影響を受けるこ
とが知られており、食餌時刻の変化による末梢時計のリセット作用に、短鎖脂肪酸が関与している可能
性も考えられる。今後はこれらの可能性を培養細胞や個体を用いて解析していきたい。
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