
は じ め に
人体にはヒトの細胞の１０倍以上の微生物が存在すると

いわれており１），そのような微生物全体（細菌叢）をマ
イクロバイオームと呼んでいる２）．
特に腸内細菌のマイクロバイオーム研究は国際プロジ

ェクトの推進や次世代シークエンサーなど機器や技術の
進歩により，急速に進んでいる．肥満，糖尿病，アレル
ギー疾患，炎症性腸疾患の患者の腸内細菌のマイクロバ
イオームは健常人と異なることが知られており，細菌叢
の異常が疾患発症と関係することが明らかになってきて
いる３）．また，その治療法として生きた微生物を投与し
細菌叢を改善させるプロバイオティクスという技術も開
発されつつある４）．
マイクロバイオームの解析法の一つとして PCRを利

用した 16Sリボソーム RNA（16S rRNA）解析という手

法があり，これによりこれまで分離培養されてこなかっ
た難培養性の細菌種が生体に存在することが明らかにな
ってきた５）．16S rRNAとは，すべての細菌種がもつ必
須遺伝子であり，多くの細菌種の配列がデータ登録され
ている．そのため，細菌の 16S rRNAの配列を解読（シ
ークエンス）することで細菌を同定することが可能とな
る２）．近年，次世代シークエンサーが開発され，検体ご
とにバーコード配列を付加することによって多検体を同
時にシークエンスすることが可能となり，マイクロバイ
オーム研究が飛躍的に発展している１）２）６）７）．
マイクロバイオーム解析では膨大な数の菌種が検出さ

れるが，門（phylus），属（genes）レベルで分類される
ことが多い．ヒト常在細菌叢を構成する代表的な細菌に
関して表１に示す．ヒトのマイクロバイオームの９５％は
４つの門（Firmicutes，Bacteroides，Actinobacteria，
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小児の口蓋扁桃細菌叢 :
16S rRNA解析を用いた検討

人体には構成細胞数の１０倍以上の微生物が存在し，それらを細菌叢（マイクロ
バイオーム）と呼んでいる．近年，マイクロバイオームは肥満や免疫疾患など人
体の健康状態へ影響を及ぼすことが判明しつつある．口蓋扁桃にも多数の常在細
菌が存在し，マイクロバイオームが各種疾患発症に関与している可能性が考えら
れる．今回，その基礎となるデータとして，感染のない小児口蓋扁桃の細菌叢に
関し検討した．OSASに対して手術目的で摘出した小児口蓋扁桃の深部から組織
を切り出し，その細菌叢を 16S rRNA解析にて同定し，細菌培養結果および北欧
における Jensenらの報告と比較した．その結果，Haemophilus 属の検出が最多
であり，Sphingomonas 属，嫌気性菌である Prevotella 属，Fusobacterium 属がそ
れらに続いた．Jensenらの報告では，Streptococcus 属，Neisseria 属，Prevotella

属の順であり，人種差，食習慣および採取部位による相違の可能性が考えられ
た．培養検査では，Haemophilus 属，続いて Streptococcus 属，Neiserria 属が多
く検出され，Prevotella 属，Fusobacterium 属など嫌気性菌の検出率は低かった．
培養検査では Streptococcus 属との共存下では嫌気性菌の発育が抑制されること
が一因と考えられた．細菌培養検査と異なり，PCRを用いた 16S rRNA解析では
難培養性の常在細菌叢に関する検討が可能であり，マイクロバイオームに関する
研究には必要不可欠の手技と考える．今後は成人例との比較や病巣扁桃における
口蓋扁桃細菌叢の変化に関して検討を行いたい．

キーワード : 扁桃細菌叢，16S rRNA解析，マイクロバイオーム，
嫌気培養検査
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Proteobacteria）の菌種で占められているが，個体，年
齢，人種，食生活，部位により異なることが報告されて
いる８）９）．
過去の口蓋扁桃細菌叢に関する報告は細菌培養検査に

よるものが主である１０）１１）が，難培養性の常在細菌叢に関
しては解析不可能であった．16S rRNA解析を用いた報
告として，Jensenらは小児の反復性扁桃炎例と扁桃肥
大例および成人の反復性扁桃炎例と正常例の口蓋扁桃細
菌叢につき検討しているが１２），扁桃表層からのサンプル
として採取しており，口腔内細菌の混入の可能性も否定
できない．
本研究では，口蓋扁桃細菌叢の扁桃疾患，特に病巣扁

桃発症への関与に関する基礎データ取得を目的として，
炎症のない OSAS小児口蓋扁桃深部より得られた組織の
細菌叢に関して 16S rRNA解析を用いて検討した．

対 象
本研究は，当院倫理委員会の承認（２０１２年，承認番号

６７８）のもと，保護者にインフォームドコンセントを得
た上で行った．
平成２４年７月から平成２６年４月に睡眠時無呼吸症候群

の診断で口蓋扁桃摘出術を行った１０歳未満の小児のう
ち，術前２カ月以内に抗菌薬やステロイド剤を投与され
ていた症例を除く１２例を対象とした．抗菌薬に関して
は，手術開始と同時に１回のみ使用しており，セファゾ
リンが１１例，セフォチアム塩酸塩が１例であった．
手術時の年齢は症例１が９歳，症例２は６歳，症例３

は２歳，症例４は９歳，症例５は４歳，症例６は５歳，
症例７は６歳，症例８は３歳，症例９は４歳，症例１０は
５歳，症例１１は８歳，症例１２は３歳であり，２歳１０カ
月～９歳９カ月（平均年齢５．３±２．３歳）であった．性別
は症例１２が女児である以外は全員男児であった．習慣性
扁桃炎の既往はなかった．

方 法
口蓋扁桃摘出術は全例全身麻酔下で定型的に行った．

摘出した右口蓋扁桃を生理食塩水で洗浄した後，扁桃上
方１/３を清潔操作の下に切開して陰窩深部を露出し，
同部位から組織を数mm3ほど採取した．採取した扁桃
組織を細かく切断し，－80℃で保存し，その後 Power-

SoilⓇ DNA Isolation Kitを用いて DNAを抽出した．抽
出した DNAの中の 16Sr RNA遺伝子の V4領域を PCR

で増幅した．アニーリング温度は５６℃で３５サイクル行
い，試薬は KOD―Plus―Ver.2を使用し，プライマーは
515F，806Rを使用した．PCRによって大量に得られた
DNAのヌクレオチドの塩基配列を次世代シークエンサ
ー（Illumina MiSeqⓇ）にてシークエンスし，得られた
配列データからバーコード配列を除去し，データベース
にある既知菌種に帰属させることにより，細菌組成の評
価を行った（図１）．
また，組織を採取する際に同部位より滅菌綿棒を用い

た好気培養と，組織の一部を追加採取して嫌気ポーター
に保管した上での嫌気培養を行った．好気培養，嫌気培
養ともに当院検査部で採取から２４時間以内に培養を開始

表 1 ヒト常在菌叢を構成する主な細菌の門および属

門 属 門 属 門 属

Firmicutes Clostridium Bacteroides Bacteroides Proteobacteria Escherichia
Lactobacillus Prevotella Haemophilus

Ruminococcus Porphynomonas Klebsiella
Enterococcus Actinobacteria Bifidobacterium Neisseria

Gemella Actinomyces Pseudomonas
Streptococcus Rothia Fusobacteria Fusobacterium

Staphylococcus Corynebacterium Leptorichia
Veillonella Propionibacterium Spirochaetes Treponema

図 1 16S rRNA解析の手順

119―30 2016高橋・他＝小児の口蓋扁桃細菌叢



した．好気培養は５％ヒツジ血液寒天培地（ベクトンデ
ィッキンソン），チョコレート寒天培地（ベクトンディ
ッキンソン），BTB寒天培地（極東製薬）を使用し，
３５℃５％炭酸ガス培養にて２日間行った．嫌気培養は嫌
気チェンバー法にて行い，ブルセラ HK培地（極東製
薬），変法 GAM寒天培地（日水製薬）を使用し，３５℃
嫌気培養（酸素濃度０．１％以下）で２～５日間行った．

結 果
各症例での 16S rRNA解析の結果を棒グラフで表した

（図２）．各症例で検出された総リード数は３，９８１～
２６，６９４と大きく異なっていた．棒グラフは細菌属の相対
比を示している．症例ごとに細菌組成の種類や相対比は
多彩であったが，Haemophilus 属，Prevotella 属，Fuso-

bacterium 属が高頻度に検出された．また，症例３，１０

表 2 各症例における主な細菌属の割合（16S rRNA解析）

症例 Haemophilus Sphingomonas Fusobacterium Prevotella Staphylococcus Streptococcus Treponema Veillonella Neisseria

１ ５８．４ １０．１ ５．８ ２．２ ０ ０．６ ０ ０ ０
２ ５７．８ １５．５ １．１ ４．２ ０ ４．３ ０ ３．１ ２．２
３ ７１．０ １４．８ ３．１ ３．７ １．４ １．１ ０ ０ ０
４ ０．６ １２．０ ２４．３ ２５．１ ０．５５ ０．９ ７．１ ０．９ ０
５ ２６．２ ２．６ ３１．６ ２１．２ ０ ２．４ ０．８ ３．４ ０．９
６ ２３．７ １２．６ ０ ０ ５９．２ ０ ０ ０ ０
７ ８．４ ３９．０ ５．７ ６．２ １１．７ ７．３ ０ ５．１ ０
８ １３．０ ５．３ ４２．８ ６．８ ０ ７．４ ０．５ １．０ ０．５
９ ４３．８ １．３ １２．３ １５．６ ０ ０ ０ ０ ０
１０ ８８．２ ８．１ ０．６ ０ ０ ０ ０ ０ ０
１１ ４９．５ ２８．８ ６．０ ４．４ ０ ０ ５．２ ０ ０
１２ ３２．６ ４．２ ６．３ ４１．１ ０ ０ ２．８ ０ ０

平均 ３９．４ １２．９ １１．６ １０．９ ６．１ ２．０ １．４ １．１ ０．３

図 2 16S rRNA解析結果（属レベル）
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では unclassifiedの割合が高かった．16S rRNA解析で
検出された細菌属のうち，unclassifiedを除いた主な細
菌属の相対比の割合を表２に示した．平均すると Haemo-

philus 属が３９．４％と最も多く，次いで Sphingomonas 属
１２．９％，Fusobacterium 属１１．６％，Prevotella 属１０．９％で
あった．今回の症例は２歳から９歳であったが年齢によ
る変化は認められなかった．
一方，好気培養，嫌気培養をあわせた細菌培養で検出

された菌の一覧を表３に示す．検出された細菌属は７属
のみであった．Streptococcus 属は全例で検出され，
Heamophilus 属，Neisseria 属 は９１．７％，Staphylococcus

属は５８．３％で検出された．嫌気性菌では Prevotella 属は
３３．３％，Fusobacterium 属，Veillonella 属 は１例のみ
８．３％で検出された．

16S rRNA解析と細菌培養結果の比較を表４に示す．
Haemophilus 属は 16S rRNA解析では全例に，細菌培養
では１例を除いて検出された．一方，嫌気性菌である
Prevotella 属および Fusobacterium 属は 16S rRNA解析
では高頻度に検出されているのにもかかわらず，細菌培
養では検出率は低かった．逆に，Neisseria 属，Strepto-

coccus 属は 16S rRNA解析では検出頻度は低かったが，
細菌培養では高頻度に検出された．

考 察
人体には常在菌と称される微生物が多数生息してい

る．一人に生息する常在菌の菌種は約１，０００種類，総菌
数は数百兆～１，０００兆個と見積もられており１），このよう
な人体に寄生する微生物全体を総称してマイクロバイオ

表 3 各症例における主な細菌属の検出率（細菌培養）

症例 Streptococcus 属 Haemophilus 属 Neisseria 属 Staphylococcus 属 Prevotella 属 その他の嫌気性菌属

１ ○ ○ ○ ○
２ ○ ○ ○
３ ○ ○ ○
４ ○ ○ ○ ○
５ ○ ○ ○ ○ ○ Fusobacterium
６ ○ ○ ○
７ ○ ○ ○ ○
８ ○ ○ ○ ○
９ ○ ○ ○ ○ Veillonella
１０ ○ ○ ○
１１ ○ ○ ○ ○ ○
１２ ○ ○ ○ ○
陽性率 １００ ９１．７ ９１．７ ５８．３ ３３．３

表 4 各症例における 16S rRNA解析と細菌培養の比較

症例 Haemophilus Staphylococcus Neisseria Streptococcus Fusobacterium Prevotella Veillonella Sphingomonas

１ ●／○ ●／○ ○ ○ ● ●
２ ●／○ ○ ○ ●／○ ● ● ●
３ ●／○ ●／○ ○ ● ● ●
４ ●／○ ●／○ ○ ○ ● ● ●
５ ●／○ ○ ○ ○ ●／○ ●／○ ●
６ ● ●／○ ●／○ ○ ● ● ●
７ ●／○ ●／○ ○ ●／○ ●
８ ●／○ ○ ●／○ ● ●／○ ●
９ ●／○ ○ ○ ● ●／○ ○
１０ ●／○ ○ ○ ● ● ●
１１ ●／○ ○ ○ ○ ● ●／○ ●
１２ ●／○ ○ ○ ○ ● ● ●

●16S rRNA解析／○細菌培養
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ームと呼んでいる２）．これらの中には培養困難な菌が存
在することや，約１，０００種類もの細菌叢を培養検査で解
析することは困難であり，細菌叢研究には培養検査に代
わる新たな手法が切望されてきた１３）．

PCRを利用した 16S rRNA解析は，難培養性の細菌も
検出することができ，また，次世代シークエンサーとの
組み合わせで多検体を同時にシークエンスすることを可
能とし，マイクロバイオーム研究の発展に寄与してい
る５）．マイクロバイオーム研究は，特に腸内細菌叢で研
究が進められ，肥満には食生活や食習慣の相違のみなら
ずマイクロバイオームが影響している可能性があること
や，マイクロバイオームが免疫系にも影響を及ぼすこと
が判明している８）．腸内細菌叢では個体差が大きく，菌
種数は約５倍以上の違いが認められる３）．また細菌組成
も大きく異なっており５），属レベルで Ruminococcus 属，
Prevotella 属，Bacteroides 属それぞれを優占とする３つ
のタイプに分かれ，長期の食生活に密接に関連している
ことが報告されている１４）．Prevotella 属タイプは炭水化
物が豊富な食事，Bacteroides 属タイプはタンパク質，
動物脂質が豊富な食事，Ruminococcus 属タイプはその
中間的な食事内容であり，日本人は Ruminococcus 属，
欧米人や中国人は Bateroides 属タイプと関連するといわ
れている３）．また，疾患に特徴的な細菌種が存在するこ
と３）や，菌種の減少などの腸内細菌叢の異常が疾患発症
に関与すること３）５）が明らかになってきており，アレル

ギー，肥満症，Ⅱ型糖尿病，大腸がんなどで腸内細菌叢
と疾患発症の関連が報告されている５）１５）．
これまでに小児口蓋扁桃細菌叢に関する 16S rRNA解

析を用いた報告は Jensenらの５例の報告のみであり，
本研究の結果と Jensenらの報告を比較した．門レベル
での比較を図３に示す．図３上段円グラフの緑色で示す
ように，Jensenらの症例は Firmicutes 門が３５．４％で最
も多かったのに対し，本研究では下段オレンジ色で示す
ように Proteobacteria 門が５７％と最も多く，特に症例
３，１０，１１では８０％以上の細菌が Proteobacteria 門であ
った．また Fusobacteria 門は Jensenらの報告では４．４％
であるのに対し，本研究では１２％とより多く存在した．
Spirochates 門は Jensenらの検討ではほとんど検出され
なかったのに対し，本研究では１％存在していた．
属レベルでの比較を図４に示す．Haemophilus 属は

Jensenらの報告では１０％程度に対しわれわれの検討で
は約４０％と多く存在し，Fusobacterium 属も２倍近く多
かった．また，Sphingomonas 属や Treponema 属は Jensen

らの検討ではほとんど存在していなかったが，本検討で
はそれぞれ１２．９％，１．４％存在していた．反対に，Strepto-

coccus 属や Neisseria 属に関し本検討では６．１％，０．３％
であったが，Jensenらの報告では２１．５％，１３．５％と多
く存在した．以上のようにわれわれと Jensenらとの報
告では多くの点で相違を認めた．その理由として，検体
の採取部位の相違や人種差などが考えられた．

図 3 Jensenらとの比較（門レベル）

日耳鼻 高橋・他＝小児の口蓋扁桃細菌叢 119―33



本検討では検体を採取する際に摘出扁桃を生理食塩水
で洗浄した上で清潔操作の下に上極深部より組織を採取
しているのに対し，Jensenらは表層を含めてサージカ
ルスプーンで採取している．過去の報告で本邦では唾液
で Streptococcus 属が優位であると報告があり１６），Jensen

らの表層を含めた検体で多く見られた Streptococcus 属
は唾液や口腔内細菌が混入していた可能性がある．ま
た，本検討の対象は２～９歳の日本人であるのに対し，
Jensenらは２～４歳の北欧人である．腸内細菌叢では
乳児の菌種組成は環境に大きく左右され，徐々に成人と
同じ細菌叢になると報告されている１７）．口蓋扁桃は消化
管に位置する臓器であり，年齢差，人種差，食習慣の相
違も一因と考えられた．
今回の検討では unclassifiedとされた細菌が多く，そ

の割合も１０％前後から８０％程度とさまざまであった．こ
の理由として解析法の不備により判別できなかった，も
しくは既存のデータベースにない配列が存在していた可
能性が考えられる．分子生物学的解析法の発展や新たな
細菌種のデータ登録により，これら unclassifiedとされ
た菌種が今後同定されることが期待される．
米国人の門レベルの報告では前鼻孔で Acutinobacteria

門，頬粘膜や舌背では Firmicutes 門，腸管では Bacteroi-

des 門が優位であると報告されており９），属レベルの報
告では口腔内では Streotococcus 属，頬粘膜では Haemo-

philus 属，歯肉縁上の歯垢では Actinomyces 属，歯肉縁
下の歯垢では Prevotella 属が優位と報告されている１８）．
また日本人の報告では冨田らが皮膚の細菌叢について報
告しており，Acutinobacteria 門が優位１９）２０），唾液では
佐野らは Streptococcus 属（Firmicutes 門）が優占属であ

ることを報告している１６）．本研究では Preteobacteria 門
（Haemophilus 属）が多くを占めており，日本人の小児
の口蓋扁桃細菌叢の特徴であると考えられた．Jensen

の報告では小児の正常例は Firmicutes 門が優位である
のに対して，成人の正常例は Bacteroides 門が優位であ
り，小児と成人の口蓋扁桃細菌叢は異なっていた．日本
人の成人正常例も異なる可能性が考えられ，今後の検討
が必要であると考えられた．
細菌培養検査では検出されにくかった Prevotella 属，

Fusobacterium 属などの嫌気性菌が，16S rRNA解析で
は高頻度に検出された．嫌気性菌が細菌培養で検出され
なかった理由として，今回の嫌気培養は嫌気性菌感染症
診断・治療ガイドラインのカテゴリーＢに分類され２１），
嫌気性菌が十分に発育するといわれる６～７日間２２）より
もやや短い５日間以内の培養で結果判定が行われたこと
が一因と考えられた．また，Prevotella 属の一部には発
育が遅い株があり，同一材料中に混在する Streptococcus

属や Staphylococcs 属等に干渉され菌量の低いものは見
逃された可能性が考えられる２３）２４）．さらに，Prevotella 属
や Fusobacterium 属など嫌気性菌は酸素下で死滅しやす
い菌であり，検体の保管法や検査環境にさらなる注意が
必要と考えられる２３）．また，Neisseria 属や Streptococcus

属は 16S rRNA解析にて存在量が少量であったにもかか
わらず，細菌培養検査で多く検出された理由はその他の
細菌属よりも培養にて生育しやすい性質があるためと考
えられた．嫌気性菌に限らず難培養性の細菌に関する検
討には 16S rRNA解析が適しており，今後細菌叢に関す
る検討を行うには細菌培養検査だけでなく本解析法を用
いるべきであると考えられた．

図 4 Jensenらとの比較（属レベル）
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今回の結果から，小児の口蓋扁桃には従来考えられて
いたよりも多くの嫌気性菌が存在することが判明した．
成人の扁桃周囲膿瘍は内因する好気性菌と嫌気性菌によ
る混合感染であるとの概念が広がっているが２５）２６），小児
でも扁桃炎が重篤な際は，成人と同様に内因性の混合性
感染を生じている可能性があることを念頭に置く必要が
あると考えられた．
今回われわれが検討した対象は炎症のない小児の口蓋

扁桃肥大例である．今後は Jensenらの北欧での報告に
ある年齢による細菌叢の変化，IgA腎症をはじめとした
扁桃病巣感染症と比較することにより，疾患発症に関与
する細菌や細菌叢を構成する菌群の変化を検討し，治療
法開発への一助としたい．また最近新たに乳児期におけ
る上咽頭細菌叢の Streptococcus への変化が喘息発症の
危険因子であるとの報告もあり２７），アデノイドや扁桃に
おける細菌叢と下気道疾患との関連も興味の持たれる分
野である．
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Microbiome of the Palatine Tonsils in Children : 16S rRNA Analysis

Nao Takahashi, M.D., Naotaka Aizawa, M.D., Hironori Baba, M.D.

Yamato Kubota, M.D., Akio Tsuchiya, M.D.＊, Yutaka Yamamoto, M.D.

Sugata Takahashi, M.D., Hirofumi Watanabe, M.D.＊＊, Shin Goto, M.D.＊＊

Ichiei Narita, M.D.＊＊ and Arata Horii, M.D.

Department of Otolaryngology Head and Neck Surgery,
Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata

＊Department of Otolaryngology, Niigata kenritsuchuo Hospital, Joetsu city, Niigata
＊＊Division of Clinical Nephrology and Rheumatology,

Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata

A variety of microbial communities exists in the human body known as the microbiome. There are mutual benefits

for the host and microbes, which have a role as a barrier against potential pathogens. In turn, microbes are provided

with nutrients from the host. Advances in sequencing technologies and new bioinformatics developments enabled us to

further investigate the role of the microbiome in both of human health and disease such as obesity and autoimmune

disease. The human palatine tonsils are the first handling sites for microbial and environmental antigens and are also the

focus and entry sites for infections. It is hypothesized that changes in the bacterial diversity of the palatine tonsils would

be associated with a development of disease such as focal tonsillar infection. To obtain a basic data as a control to under-

stand the mechanisms of disease development, we investigated the diversity of the tonsillar microbiome in children with-

out infection using a 16S rRNA analysis. Results were compared with those obtained by the bacterial culture. The most

abundant species was Haemophilius followed by Sphingomonas, and anaerobes like Prevotella and Fusobacterium . These

results were not consistent with previous results by Jensen et al. It is suggested that tonsillar microbes were remarkably

different between the countries as shown in other organs. Differences in diet, environment, host genetics, and early

microbial exposure may account for this result. On the other hand, anaerobes like Prevotella and Fusobacterium were

not abundant from bacterial culture. The present PCR―based 16S rRNA analysis was able to detect microbes that are not

easily cultured. Attention should be paid that anaerobes may have a role in tonsillar infection even in children. In future

studies, diversity of microbes in adults and patients with focal infection of the tonsils should be examined.

Keywords : bacterial flora of deep tonsillar tissue, 16S rRNA sequencing, microbiome, anaerobic bacterial cultivation
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