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母マウスの腸内細菌攪乱は、仔マウスの中枢神経系の発達に 

影響を与え、仔の行動異常につながる 
 

 
本研究成果のポイント：  
 

◆妊娠期の母マウスに非吸収性抗生剤を飲ませることによって腸内細菌の数を

減らし、腸内細菌叢の構成種を変化させると、その後産まれてくる仔マウスに

正常な母マウスから産まれた仔と比較して生後 4 週で行動異常が見られること

が分かりました。 

 

◆上記生後 4 週における行動異常の一部は生後 7-8 週においても引き続き観察

され、行動異常の一部が成体まで持続することが分かりました。 

 

◆抗生剤投与を受けた母マウスから生まれた仔マウスを正常な母マウスに生後

1 日目より預け養育させる仔交換実験において、仔マウスの生後 4 週での行動は

正常に観察されました。一方、正常な母から生まれた仔マウスを抗生剤投与を

受けた母マウスに生後 1 日目より養育させると、生後 4 週の仔マウスに行動異

常が見られることが明らかになりました。このことは抗生剤投与を受けた母マ

ウスの仔の行動異常は、主に出生後の仔の中枢神経系発達の変調/破綻を介して

引き起こされることを示唆します。 

 

〈研究の背景と経緯〉 
 動物やヒトの胎児は無菌の状態で出生し、産道を通る際から母体及び周囲環境より

児の皮膚などに細菌が定着し、いわゆる常在細菌叢（じょうざいさいきんそう）を形

成していきます。このうち腸管に定着するものが腸内細菌であり、1,000 種類にも上る

細菌がヒトの腸管で腸内細菌叢を形成します。この腸内細菌叢が宿主の健康に様々な

影響を与えることが明らかになってきています。ヒトにとって有用な腸内細菌の機能

としてはビタミンやタンパク質の合成、感染防御、免疫賦活、有害物質の解毒などが

あり、有害な腸内細菌の機能としては腸内腐敗産物、細菌毒素の産生やヒトの免疫機

能が低下した場合に病原性を発揮することなどが知られます。過敏性大腸炎、動脈硬

化、肥満、肝障害、アレルギー疾患などさまざまな疾患と腸内細菌叢の変化に関連が

あることが報告されています。 

 腸内細菌の特徴の１つに宿主の食べるものに影響を受けることがあります。西洋食



に多い高脂質、低繊維質の食事と、和食のような低脂質で高繊維質の食事をそれぞれ

続けると、それぞれの食事のタイプにより、腸内細菌叢を構成する菌の中で特有の細

菌の相対的な割合が増加することが知られています。このように腸内細菌のバランス

が食事の内容の影響を受けることは、逆にいえば、食事を通して、腸内細菌叢の状態

を部分的に制御できることを示唆します。腸内細菌叢の制御によって、宿主の健康状

態を制御する食品や成分はプロバイオティクス（※注１）やプレバイオティクス（※

注２）と呼ばれ、日本ではこれらの研究開発が盛んです。人々の関心も高く、「ビフィ

ズス菌含有」、「オリゴ糖配合」などをうたう様々な食品やサプリメントが販売されて

います。 

 自閉症児が胃腸障害をしばしば併発することなどが以前から知られており、腸内細

菌と宿主の中枢神経系の働きに関連があると考えられてきました。最近になって、腸

内細菌を持たない無菌マウスにおいてストレスに対する応答性が亢進することや腸内

細菌の攪乱が成体マウスに新奇環境における多動を引き起こすこと、複数の自閉症モ

デルマウスにおいて腸内細菌叢の構成に変化が観察されることなど、精神神経分野に

おける腸内細菌の働きが明らかになってきました。 

 近年、日本を初めとする様々な先進国において、注意欠陥多動性障害（ADHD）、自閉

症などを含む神経発達障害（※注３）の患者数が増加しています。一方で特に近年の

日本においては、神経発達障害の患者数増加に平行して、食の西洋化（高脂質、高肉

食化）、抗生物質の使用や保存料、pH 調製剤などの食品添加物が含まれる食品摂取頻度

の増加、帝王切開による出産（※注４）の増加など腸内細菌叢に影響を与える可能性

のある生活習慣の変化、社会習慣の変化が生じています。本研究では、周産期に母体

の健全な腸内細菌が子の中枢神経系の発生、発達に寄与するのではないかと考え、妊

娠期に非吸収性抗生剤（※注５）を妊娠マウスに投与し、仔の行動を出生後に観察す

る実験を行いました。 

 

〈研究の内容〉  

妊娠マウスに対し、妊娠 9 日目から 16 日目にかけて非吸収性抗生剤を飲水投与しま

した。抗生剤投与 4 日目に母親の糞便を採取し、糞便に含まれる細菌量と細菌の種類

を解析すると正常な母マウスの糞便に含まれる細菌量の約 2.3%まで減り、細菌の種類

にも大きな変化が観察されました。抗生剤投与を受けた母マウスに出産、仔を養育さ

せ、生後 23 日目に母マウスから仔マウスを離乳し、生後 4 週（ヒトではおよそ未就学

児童や小学校低学年に相当）で仔マウスに対し行動実験を行いました。その結果、仔

マウスに通常環境下での暗期低活動（※注６）、新奇環境下での低活動（※注７）、新

奇環境下で壁沿いを移動することを好む空間嗜好性（※注８）が観察されました（図 1）。

行動実験の直前の仔マウスの糞便に含まれる細菌量については正常な母親から生まれ

た仔マウスの腸内細菌と差異が認められませんでしたが、糞便に含まれる細菌の種類

については Lactobacillales 目(ラクトバシラス目：乳酸菌を主とする細菌目）の相対

量（割合、存在比率）が減り、Clostridium 属 cluster XIVa（クロストリジウム属ク

ラスターXIVa：働きについては不明な点が多いが、酪酸や脂質代謝に関連するものが

多い可能性が示されている）の相対量が増加していました。生後 7-8 週（生後 6 週で

マウスは性的に成熟するため、成年期初期に相当）において生後 4 週と同様の行動実

験を行うと、通常環境下および新奇環境下での活動に対照群との差異は認められませ

んでしたが、壁沿いの移動を好む空間嗜好性は生後 7-8 週においても持続的に観察さ

れ、生後 4 週で観察された行動異常の一部は成年になっても引き続き観察されること

が明らかになりました。さらに、仔交換実験（図 2）を行い、生後 1 日目に抗生剤投与

を受けた母マウスから生まれた仔マウスを正常母マウスに預け養育させると、生後 4

週における行動は正常に観察されました。一方生後 1 日目に正常な母親から生まれた

仔を抗生剤投与を受けた母マウスに預け、養育させると生後 4 週において、通常環境

下での暗期低活動、新奇環境下での低活動、行動の空間嗜好性を呈すことが明らかに



なりました。 

宿主の腸内細菌の状態（量、構成菌の種類）に変化を引き起こす可能性がある出来

事には、実験で用いた抗生剤投与ばかりではなく、先に述べた食事の内容の変化や感

染症、手術など様々な出来事が想定できます。本研究結果は、妊娠期腸内細菌叢の攪

乱が出生後の仔の行動異常につながること、さらにこの行動異常は主に仔の出生後の

中枢神経系発達のメカニズムの変調/破綻を介して起こることを示唆するものです。 

 

〈今後の展開〉 

本研究の結果、妊娠期の腸内細菌の攪乱が仔の行動異常を結果として引き起こすこ

とが示されました。また、抗生剤投与を受けた母親から生まれた仔を正常マウスに預

け生後 1 日目から養育させると正常な行動を呈すことがわかり、出生後の中枢神経系

の発達メカニズムの失調/破綻を介して仔の行動異常が起こることが明らかになりま

した。このメカニズムの失調/破綻がどのようなものであるかを詳細に探索することで、

母子関係を基礎とする子の中枢神経系の本来の神経発達のメカニズムとそのメカニズ

ムに腸内細菌がどのように関与するかを明らかにできると考え、現在も研究を進めて

います。 

 

また、本研究の結果は周産期に母体や新生児期の子の腸内細菌を良好な状態に保つ

ことは、子の脳の健全な発達を促し、その結果として神経発達障害の一部の症状など

を予防できる可能性を示唆します。周産期におけるプロバイオティクス/プレバイオテ

ィクスの摂取、食物繊維などの積極的な摂取、食品添加物の摂取を控えるなどによる

食生活の改善を通し、母体や新生児期の子の腸内細菌を良好な状態に保つことにより

子の脳の健全な発達を促す方法は、副作用等の悪影響も引き起こしにくいものと期待

されます。そこで今後の研究の１つとして、実際にマウスにプロバイオティクスを投

与するなどで母親もしくは子の腸内細菌の状態を制御し、その結果仔の行動異常が予

防できることを示すことで、周産期の腸内細菌の制御の重要性を具体的に示していく

実験を計画しています。 

  

〈図１〉実験概要 

 
妊娠 9 日目から妊娠 16 日目にかけて非吸収性抗生剤を飲水投与する。その後、仔マウスを出生、

養育させ、仔マウスを生後 23 日目に離乳し、生後 4 週で行動実験を行った。その結果、通常環

境下暗期低活動、新奇環境下低活動、壁沿いの移動を好む空間嗜好性が観察された。生後 7-8



週で同様に行動実験を行うと、空間嗜好性が引き続き観察された。 

 

 

〈図２〉仔交換実験の概要 

 

通常の飲水を与えた正常母マウスと妊娠 9 日目から 16 日目にかけて非吸収性抗生剤を飲水投与

した母マウスの間で仔を生後 1 日目に交換し、それぞれの母マウスに養育させた。その結果、

生後 4 週において抗生剤投与を受けた母マウスから生まれ、正常母マウスに育てられたマウス

は正常な行動を呈した。一方で、正常母マウスから生まれ、抗生剤投与を受けた母マウスに育

てられた仔マウスは抗生剤投与を受けた母マウスから生まれた仔マウスと同じく、通常環境下

暗期低活動、新奇環境下低活動、壁沿いの移動を好む空間嗜好性を呈した。 

 

〈用語解説〉 

（注１）プロバイオティクス 

 宿主に保健効果を示す活きた微生物、またはそれを含む食品。例えばビフィズス

菌などを含むサプリメントやビフィズス菌などを含むヨーグルト、乳酸菌などを含

む発酵飲料など様々な製品が市販されている。 

 

（注２）プレバイオティクス 

腸内常在菌の成育や活性に影響を与えて健康効果を示す、消化に抵抗性を持つ食餌

成分。例えばオリゴ糖、多糖類を含む食物繊維や難消化性でんぷんなど。 

 

（注３）神経発達障害 

中枢神経系（脳）の発達が、典型的発達とは異なる発達過程を経ること、またそ

の原因となる疾病。自閉症スペクトラム障害や注意欠陥多動性障害、学習障害は、

神経発達障害として分類される。 

 

（注４）帝王切開と腸内細菌 



 子は出産の際に産道を通る際から外界から細菌を取りこみ、それにより腸内細菌

を含む常在細菌叢が形成される。帝王切開は子が産道を通る際に母体から子へ細菌

が伝搬する機会を奪う可能性がある。これまでに経膣分娩で生まれた児に比べ、帝

王切開で生まれた児において、ビフィズス菌を初めとする腸内細菌の量が少なく、

腸内細菌の種の多様性が小さいなどの複数の報告がある。 

 

（注５）非吸収性抗生剤 

 経口投与（口から飲み込む薬剤投与法）では腸管から血液中に殆ど取り込まれず、

素通りしていく抗生物質。本研究の場合、母マウスが飲水を通し非吸収性抗生剤を

摂取しても、母親の血液中には取り込まれず便と共に排出されるが、腸管を通る際

にそこに存在する細菌の増殖を阻害する。非吸収抗生剤は母親の血中に取り込まれ

ないため、抗生剤は胎児には届かず、胎児の細胞には直接の影響を与えない。 

 

（注６）通常環境下での暗期低活動 

マウスが普段生育する環境に近い環境で、夜行性であるマウスの活動期である暗期

に正常マウスに比べて活動量が低下すること。本研究においてはホームケージアク

ティビティ試験により測定した。ホームケージアクティビティ試験とは下記図左の

ような普段マウスが生育するケージに模した餌、水、床敷きが備わったケージにマ

ウスを一匹ずついれて、マウスの 24 時間の各時間帯の行動量を下図右のような装置

で赤外線により計測する方法のこと。 

 

（注７）新奇環境下での低活動 

マウスにとって目新しい環境での活動量が低下すること。本研究においてはオープ

ンフィールド試験により測定した。オープンフィールド試験とは下図のような何も

ない空間にマウスを一匹ずついれて、マウスの行動を観察する方法のこと。 

 
 

（注８）壁沿いを移動することを好む空間嗜好性 

 注７で説明したオープンフィールド試験で用いるような広い空間にマウスを入れ

た場合、マウスは壁沿いを移動することを好み、空間の中心部にマウスが進入する

ことはマウスに取り、見知らぬ空間に移動する不安に打ち勝つことが必要なことで



ある。ただし、正常なマウスは好奇心に従い、ある程度の時間は空間の中心部に滞

在し、行動する。本研究において、妊娠期に抗生剤投与を受けた母マウスから生ま

れた仔はオープンフィールド試験の際に、空間の中心部に滞在する時間や空間の中

心部における行動量が、正常な母マウスから生まれた仔に比較して有意に小さくな

った。このことは妊娠期に抗生剤投与を受けた母マウスから生まれた仔マウスが好

奇心に比べて不安が勝る傾向があり、壁から離れることを嫌うという解釈が可能で

ある。 
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