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1.は じめ に

ガンの原因 として大気汚染 や食物 ・食文化が取

りざたされ て久 しい。その顕著 な例 として,ヒ ト

の大腸 ガンが挙 げられる。西洋諸国 での大腸ガ ン

の発生率 はアジア,ア フ リカ,南 米 などに比べて

5倍 近 くも高 く',z),その理 由に関連 して西洋 式

の食事 の内容が指摘 された。脂肪 とカロ リー に富

み,一 方繊維の少ない西洋式 の食文化 は大腸ガ ン

の発生 と明かな相 関が あ り3・4),繊維 食 を取 る こ

とで発生率 を減 らす ことがで きる という報告 もあ

るがS,6),ガ ンの 発生 ある いは抑 制 に関す る脂 肪

や繊維 の役割 については まだ議論 の残 るところで

ある。

腸管 内で前駆物質が発ガン物質 に変化 するとい

う事 実が明 らか にな り7'9),多 分 に腸内 フローラ

がその産生 を助 けている と考 え られ ている。腸内

フローラの代謝 によって生成 され る発 ガンに関わ

る物質 としては,二 次胆 汁酸,ア ミノ酸代謝物,

ニ トロソア ミン,フ ェカペンタエン,ケ トステロ

イ ドなどが報告 されて きたが1°),腸内 フロー ラを

構成す る細菌の種類の多さや発 ガン関連物質が非

常 に微量で あるために,必 ず しも明解 な結論は出

ていないと言わ ざるを得ない。

ニ トロソアミンは亜硝酸 と二級 ア ミンか ら合成

することがで きる物質の総称 で,多 くの仲間が強

い発 ガン性 を持 ってお り,生 体内での発 ガン関連

物質 の代表 と言 える。亜硝酸 は植物性食品 に多 く

含 まれて おり,二 級ア ミンは魚 およびその加工品

に存在す るほか,ア ミノ酸 などか ら腸内 フローラ

によ って産生 され る可能性 が強 い と言 われ てい

る11,12)。一 方,ニ トロソア ミンの分解 に関 しては

肯定的 な報告131と否定的な報告14)があ り定説 をみ

ない。大量の魚類を消費 する日本の食文化にあっ

て,ニ トロソア ミンの腸 内での分解の有無は非常

に興味 のあるところである。

本研究で はヒ トの糞便 から分離 した菌株 を用い

てニ トロソア ミンの分解能 を証明 し,将 来腸 内細

菌叢 をコン トロールすることによってガ ン発生 の

抑制 をめざすための研究 に資す ることを目的 とす

る。

II.材 料および方法

1。 健康な ヒ トの糞便 からのニ トロソア ミン分

解能 を持 った菌 の分離

a,ボ ラ ンティアによる糞便の提供

18歳か ら63歳 までの健康状態良好な男女23人 の

ボランティアか ら糞便 を提供 して貰い,こ れ らを

材料 にニ トロソア ミン分解菌のス クリーニ ングを

行 った。

b.対 象菌種 および培養法

これ までの報告13)では,大 腸菌,乳 酸菌,ビ フ

ィズス菌,バ クテロイデス,連 鎖球菌な どの腸 内

フローラ構成菌がニ トロソアミンを分解 する可能

性が あると言われている。今回は大腸菌 と乳酸菌

について実施 した。

糞便 材料 か ら1gを 秤量 し,嫌 気性 菌用 リン

酸緩衝液'5)を用いて10倍 段階希釈液 を調整 した。

105および107倍 の濃度の希釈液 を選び,そ れぞれ
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の0.1rnlを 大腸菌 用の選択培地(DHL寒 天平 板

培地:ニ ッス イ製薬)お よび乳酸菌用の選択培地

(LBS寒 天 平 板 培 地:BBL社)に 塗 抹 した。

DHL寒 天 平 板 は好 気 下37℃ で24時 間 培 養 し,

LBS寒 天平板 は嫌 気培 養用 ジ ャー(OXYSOID

社)を 用 いて48時 間,37℃ で培養した。発育 した

コロニーか らで きるだ け性状の異なるもの を選ん

で分離 した。

分離 した菌株 につい て,大 腸菌 にはEB20シ ス

テム(ニ ッスイ)を 用 い,乳 酸 菌 にはAPIシ ス

テム50-LH(API社)を 用 いて簡易同定 を行 い,

菌種 を確認 した。

乳酸菌 はGAM半 流動 培 地(ニ ッス イ)に,

大腸菌 は ドルセ ッ ト培地(ニ ッスイ)に 植 えて保

存する一方,血 清添加ハー トイ ンヒュー ジ ョンブ

イ ヨン(ニ ッスイ)に 浮遊 して一80°Cで保存 した。

c.ニ トロ ソア ミンの分解能試験

使 用するニ トロソア ミンの種類については,発

ガ ン性 の強 さ,培 養液 中での安定性,ガ スクロマ

トグラフによる定量分析の難易度などを考慮 し,

N-Nitrosodimethylamine(NDMA,(CZH6NZ

O】:和 光純 薬)を 選 んだ。ハー トイ ンヒュー ジ

ョンブイヨン(ニ ッス イ)にIOmMolのNDMA

をエタノール溶液 を介 して溶解 した基質溶液 を準

備 した。保存 しておい た分離 株 をGAM半 流動

培地で増菌 し,O.lmlをNDMA含 有 ブイヨン10

mlに 接種 して37℃ で24時 聞好気性培養 した。

ガスクロマ トグラフによるNDMAの 比較的簡

便な定量分析法 について検討 した。培養液 から,

等量混合 したエーテル による抽出を行い,キ ャ ピ

ラ リーガスク ロマ トグラ フ(島 津製作所,GC-

17A型)に よ り定 量 した(キ ャ リア ーガ ス:ヘ

リウム,ス プ リッ ト比:1/50,資 料注 入量:1

μ1,カ ラ ム:島 津 一CBJWAX-M30-025お よ

びJ&WSCIENTIFIC-DB-1301,検 出 器:

FID,カ ラム温度:140℃)。

2.分 解能 を持 った菌株 による分解条件の検討

a.長 時間培養 によるニ トロソアミンの分解

スク リー ニ ング試験 の結果 か ら,比 較的強 い

NDMA分 解能 を示 した大腸菌2株(Escherichia

coliEC4,EC-15),お よ び乳 酸 菌1株

(LactobacilluslactisLL-48)を 選び,NDMA

の分解条件 を検討 した。

GAM半 流 動 培 地 で 増 菌 し た 保 存 株 を,

NDMA含 有ハー トイ ンフユー ジョンブイ ヨンに

移 し,37℃ で好気性培養 した。1,2,3,4,

6,8日 後 に培養液の一部 を採 りNDMAを 定量

し,菌 を接種 しないブイヨンでのNDMAと 比較

した。同 じサ ンプルでそれ ぞれの菌数を測定 した。

b.ニ トロ ソア ミン分解能の増 強変異株 を作出

する試み

スク リーニ ング試験で得 られた菌株 の中から,

NDMA分 解 能 を示 した 別 の大 腸 菌2株(Es-

cherichiacoliEC-1,EC-2),お よび乳酸菌

2株(LactobacillusacidophilusLA-10,LA

11)を 選 び,GAM半 流動培地 で増菌 した後,10

mMo1のNDMAを 含 むハー トイ ンフユージ ョン

ブイ ヨンに植 え,37℃ で好 気性培養 した。24時 間

後,培 養液0.1mlをNDMA含 有 ブイ ヨ ン5ml

に加 え,こ の操作 を10日繰 り返 した。24時 間ご と

に培養液 を採取 して,NDMA濃 度 の定量 と菌数

の測定を行 った。

3.マ ウスを使用 したニ トロソアミンによる発

ガン試験 と分離菌投与 による発 ガン抑制試験

a.12週 齢,お す のCDf1(BALB/c×DBA/

2)マ ウス55匹 を用 いて次の4群 を設 けた。マウ

スはクリーン恒温恒湿飼育装置(23℃ ±2°C,湿

度55%±10%)で 飼育 され,自 由摂食(船 橋農場

製 マ ウス飼 料MM-3)・ 摂 水 とした。第1群

(10匹)は 無処置対象群で蒸留精製水 を飲料水 と

して与 えた。第2群(15匹)は ニ トロソア ミン投

与群 で,NDMAを7.4ppm含 む蒸留 水 を飲 料水
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とした。第3群(15匹)お よび第4群(15匹)は

ニ トロソア ミン添加飲料水にNDMA分 解菌 を混

合 した群 であ る。第3群 では大腸 菌EC-15を,

第4群 では乳 酸菌LL-14を 用 い,3日 に1回 の

割 合で,そ れ ぞ れの飲 料水11あ た り生菌 数が

107に なるよう に加 えた。30週 間飼育観 察 し,そ

の後剖検 した。肉眼的な病変を認 めたものについ

ては材料 を採取 しフォルマ リン固定 ののち,病 理

組織学的 な検査 を行 った。

4.分 離菌 によるニ トロソア ミンの分解副生成

物 の検討

a.umu一 テス トによる検討

腸 内フロー ラ構成菌がニ トロ ソア ミンを分解す

れば腸内容物 に含 まれ る可能性 のある発 ガン性物

質 を少 な くす ることがで きる。 しかし,一 方で分

解 する際 にで きる副生成物 に発 ガン性が ないこと

を確認 してお く必要があ る。発 ガン性物質の多 く

の ものは遺伝子 に作用 して変異 を起 こす ことが知

られてお り,細 胞のガ ン化が遺伝子 の発現調節の

異常や遺伝子 レベルの反応な どが関与 しているこ

とも周知の事実であ る。発ガ ン性 は最終的 には動

物実験 を行って確認すべ きであるが,多 大 な労力

と費用がかか ることも事実である。動物 にお ける

発 ガン性 と,微 生物を用いた突然変異試験の結果

の間には高い相関が認め られてお り16},こ の微生

物 を用 いた変異原性試験 は発 ガン性試験の スクリ

ーニ ング法 と して定 着 して い る。今 回用 いた

umu一 テス トは,DNAの 損傷 によって誘 発され

る遺 伝子群の うち突然変 異に直接関与 す るumu

遺伝子の発現 をβ一 ガラク トシダーゼ活性 を指標

として測定す る方法であ り17),ウ ム ラック(大 塚

製 薬)と し て キ ッ ト化 さ れ て い る。 も し,

NDMAが 菌株 によって分解 され た後 に も変異原

性が見 られるな ら,発 ガン性 を持 った副生成物の

存在が疑われ ることになる。

大腸 菌2株,EC-4とEC-15,お よび乳 酸

菌1株,LL-48をGAM半 流動培地 で増 菌 し,

NDMA含 有ハー トインフユージ ョンブイ ヨンに

移 し,37℃ で好気性培養 した。24時 間後 に培養液

の一部 を採 り,メ ンブ レンフ ィル ター(ボ アサイ

ズ0.2μm)を 通 して得 られた 濾液 を得 た。 これ

を10%DMSOで 段 階希釈 して検体 とし,ウ ム ラ

ックの変法 を用いて変異原性試験 を実施 し,菌 株

を培養 しないNDMA含 有 ブイ ヨンと比 較 した。

体 内取 り込み後の代謝よって起 こる発ガ ン性の発

現を予測 して ラッ トの肝か ら調整 したS-9を 加

える ことによる変異原性 を検査 した。最終段階で

の発色 状態 の読 み とりに は,ELLSAリ ー ダー

(BIORAD社Model450)を 用 いた。

b.質 量分析ガスクロマ トグラフによる検討

NDMAが 細菌 によって何 らかの作用 を受 けて

変化 すれ ばNDMAの 質量の前後に窒素 を持 った

化合物が存在 しな ければな らない。そ こで この点

を明 らかにす るために質量分析 クロマ トグ ラフに

よる分析 を行 った。

前項 と同様 に,大 腸 菌2株,EC4とEC-

15,お よび乳 酸菌1株,LL48をNDMA含 有

ハー トインフユー ジョンブイヨンで培養 し,24時

間後 に培養液の一部を採取 してエーテルに よる抽

出 を 行 っ た。質 量 分 析 用 ク ロ マ ト グ ラ フ

(GCMSQP-5000,島 津製作所)に よる分 離に

ついて各種カ ラムを検討 した結果,中 極性 カラム

が適当で あったので以下 に示す条件で分析 を行 っ

た。

ガスクロマ トグラフ:

キャリアーガス ヘ リウム100kPa

スプリッ ト分析 スプリッ ト比1:100

試料注入量1μ1

カラムDB1301(60m×0.25mmIDFilm

1.Om)

カラム温度70℃(1min)～200℃,10℃/min

質量分析計:
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排気ユニ ッ ト(タ ーボポンプ)501/sec

イオ ン化 法EI(70eV)

インター フェス部温度200℃

測定モー ドSCAN(m/z21～250走 査間隔

0.5sec)

検出器ゲイン1.5kV

III成 績

1。 糞便か らの大腸菌 および乳酸菌 の分離 とニ

トロソア ミン分解能

糞便材料 を もとに,DHL寒 天培地 か ら得 られ

た35株(大 腸菌)お よびLBS寒 天培地 か ら得 ら

れた25株(乳 酸菌)に ついてNDMA分 解試験 を

行 い,表1に 示 した結果 を得 た。菌株 番号4や15

のように比較的強い分解能 を示 した菌株が見 られ

たが,多 くの菌株 が弱 い分解能 を示すか,ほ とん

ど分解能 を持たなかった。24時 間培養後に検 出さ

れ な くな った菌株 も見 られたが,今 回分析 限界 の

都合上用いたNDMAの 濃度が供試菌 に対 して制

菌的 また は殺菌的に働 いた と考 えられる。

2.分 解能を持 った菌株 よる分解条件の検討

a.長 時間培養 によるニ トロソア ミンの分解

NDMA分 解能 を示 した大腸菌EC-4とEC-

15,お よび乳酸菌LL-48に ついて行 った長時 間

培養 よるNDMAの 分解状態 とその時 の菌数 を図

1お よび図2に 示 した。いず れの菌 株 の場 合 も

NDMAは 最初の24時 間で急速 に分解 され てか ら

以後 は速度が遅 くなった。

b.ニ トロ ソア ミン分解能の増強変異株 を作 出

す る試み

中等 度のNDMA分 解 能 を示 した大腸 菌(EC

-1
,EC-2),お よび乳酸菌(LA-11,LA

12)を 用いて行ったNDMA分 解状況 とその時 の

菌数 を図3お よび図4に 示 した。試験 期間中,供

試菌 によるNDMA分 解能にはほ とんど変化が 見

られ なか った。

3.マ ウスを使用 したニ トロソア ミンよる発

ガ ン試験 と分離菌投与による発ガ ン抑制 試験

実験 途 中に,NDMA投 与 群 とNDMA/LL-

48株 投与群 においてそれぞれ1匹 ずつ死亡 したが,

目立 った病理学的 な所見はなかった。表2に 培検

時 における病理所見 を示 した。NDMA単 独投与

群 の2匹 に,NDMA/LL-48株 投与群 の1匹 に

腫瘍が発見され,病 理組織学的検査 で組織球系あ

るいは腺腫系の腫瘍であ ることが分 かった。 しか

し,発 ガ ン例 が少 な く菌株投与による効果 は判定

で きなかった。

4.分 離菌 によるニ トロソア ミンの分解副生成

物の検討

a.umu一 テス トに よる検討

大腸菌EC-4,EC-15,お よび乳酸菌LL-

48のNDMA含 有 ブイヨン培 養濾液 について変異

原性試験 を行 い,3回 の繰 り返 し試験の後,図5

に示 す結 果 が得 られ た。菌 を培 養 しな か った

NDMAの 対象群 には強い変異原性が見 られたが,

菌株 で処置 した群 にはほ とん ど変異原性 が見られ

なかった。なお,S-9を 加 えた場 合にはほ とん

ど発色が見 られず,体 内でのNDMAの 代謝 は比

較的順調 に行われる もの と考 えられた。

b.質 量分析 ガスクロマ トグラフによる検討

ガスクロマ トグラフによる リテ ンション曲線 の

例 を図6に 示 した。 図に見 られた6番 目のピーク

を質量分析 した結果,ピ ークの数が34あ り,そ の

各質量数の相対強度はNDMAの もの と一致 した

(図7)。 従って図6の6番 目の ピー クはNDMA

と同定 された。 これ以外 の6種 類の ピー クについ

て も質量分析 を行った ところ,ア ル コール類 や揮

発性脂肪酸である ことが分か ったので,こ れ らは

分析 の過程で入った り菌 自身が作 り出 した もので

ある と判定 された。

Iv考 察

腸 内細菌 と発ガン物質 のか かわ りについては,

古 くから問題 にされていなが らなか なか明かな証
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表1ボ ランティアの糞便 から分離した菌株のニ トロソアミン分解率
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図1ヒ トの糞便か らの分離菌 による
ニ トロソア ミンの分解率

EC-4,ECI5,LL-48:分 離菌株

図2分 離菌株培養時の菌数の変化

EC-4,EG15,LL-48:分 離菌株

図3分 離大腸菌によるニ トロソア ミン

(NDMA)分 解能 の変化
図4分 離乳酸菌によるニ トロ ソア ミン

(NDMA)分 解能 の変化

拠 は得 られ なか った。 自然界 に存在 する発ガ ン物

質 であるサイカシンが,腸 内細菌叢 を持つ普通環

境下 の動物 にはガ ンを作るのに無菌動物 には発ガ

ン性が ないことが発見 されて以来,腸 内に棲息す

る細菌 の発 ガン物質合成 が注 目され た。サ イカ シ

ンのような抱合発ガ ン物質の脱抱合 のほか にも,

ニ トロソア ミンの生成,胆 汁性 ステロイ ドか らの

発 ガン物質生成やイン ドール あるいはフェノール

といった物質の生成な どが腸内細菌 によって行わ

れ ることが証明 されている18}。さ らに最近では,

糞便 に含 まれ る発ガン物質 ドデカペ ンタエ ン化合

物 による結腸ガ ンや19)。フェカペ ンタエンな どの

脂質 の発 ガン性 も対 象になってい る2°,zi>。ニ トロ

ソア ミンついても主に腸内細菌 による合成 が研究

テーマになる ことが多 く22,23),分解につ いてはま

だ結論 はでていない。

食 品その ものに含 まれるニ トロソア ミンの検査

は,例 えば 「かまぼ こ」な どの加工食品 について

行わ れることが あるが,腸 管 内で の化合物の量が

極 く微量 であるため検出法が面倒で費用がかか り,

研究対象 として取 り挙げに くかった。今 回の実験

で用 いた ニ トロソア ミンの量 は自然界 に存在する

量 よ りは多い量であるが,一 方で ガスクロマ トグ

ラフの進歩 によって比較 的容易 に測定で きる範囲
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表2N-Nitorosodimethclamineに よる発ガン試験 と分解菌投与 による抑制試験の成績

図5umuテ ス トによる変異原性試験

POSITIVE-CTL:変 異原性 陽性対象

EC-4,EC-15,LL-48:被 検菌株

MEDIUM:ニ トロソア ミン含有培地

に入ってきた量で もあ り,先 ず,ニ トロソア ミン

分解能 を持 った細菌の検索 を行った。表1に 示 し

た ように,ヒ トの糞便中 には,今 回選択 した大腸

菌 と乳酸菌 の中 にNDMA分 解菌 が存在す ること

が分かったが,そ の強 さは菌株 によって異な り,

まった く反応 しない菌株 も見 られた。

ス ク リー ニ ン グ 試 験 で は培 地 に混 合 し た

NDMAが 菌株 に よって完全 には分解 され なかっ

たので,強 い分解能 を示 した い くつかの菌株 を使

ってNDMAの 最適な分解条件を検討 した。長期

に菌株 を培養 し,生 菌数が変化 しないのを確認 し

た上でNDMAを 定量す ると,最 初の24時 間 で強

い分解 を示 した後 は,明 らか に分解能の低下が見

られた。

NDMA分 解 条件の1つ と してpHに よる分解

能の変化 を検討 するためpH5.5か ら8.5ま で の間

での試験 も実施 したが,有 意 な差 は見 られ なか っ

た(成 績 は記載せず)。 腸管 内での代謝 を試験 管

内で完全にシュ ミレー トする ことはかな り困難で

あ るが,少 な くとも腸内に棲 息する大腸菌や乳酸

菌の中にいろいろな程度のNDMA分 解能 を持 っ

た株が存在 することが分かった。

細菌 には増殖分裂 を繰 り返す問に突然変異 を起

こし,例 えば抗生物質な どの細菌に とっては有害

な物質 に対 する耐性 を獲得す る性 質がある。今回

試験 した菌株 の中にはNDMA含 有培地で は発育

が抑制 され るもの もあ り,NDMA分 解能 につい

ても継代を繰 り返 す間 に増強 され る可能性 が考 え

られたが,結 果は陰性であ った。

マ ウスを用いたNDMAに よる発 ガンモ デルは

見 あたらない。マウスには自然発生腫瘍 を示す系

統が 多 く報 告されているが,NDMAに 限 らず発
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図6大 腸菌EC-15の 培養抽出液

ガスクロマ トグラフ ィー

ガン物質 による実験モデルについてはデータは少

ないのが現状であ る。薬物 による発ガ ン試験 をモ

デル化す るには長い期間 を必 要 とす るためであ る

と思 われ る。一般にガ ン毒性 としての薬剤の安 全

生に用 いられてい る系統の中から今回の系統を選

択 した。7.4ppm投 与 に先立 って行 った数倍量 か

ら10倍量 を投与 した試験で は,NDMAの 薬物 毒

性の影響が見 られ,15週 間以 内に大半のマウスが

死 亡 した(成 績 は記載 せ ず)。 しか しその 際 に

NDMA分 解能 を持 った菌 を投与 した群 では死 亡

するまでの期間がNDMA単 独投与群 に比 べて延

長する傾向 にあった。30週 間の発ガ ン試験よび菌

株投与 による抑制試験 では充分 な結果は得 られな

かったが,今 後の発ガ ン試験 のモデル化に向けて

興味 あるデータが得 られた。

本研究 において微生物 を用 いた変異原性試験 を

行 った理 由は,NDMAの 変異原性の確認 と同 時

に供試菌株 によるNDMA分 解後の状態 を判定 す

るためであ った。 これ まで述 べてきた ように,腸

内細菌の中 にはいろいろな発 ガン物質を作 り出す

ものが存在 し,培 養後 の培地 から得 られた抽 出物

を試験す る際には,培 地 に混合 した発ガ ン物質 の

ほか に新たに生成 される物質 にも注意が必要にな

る。今 回 の変 異 原 性 試験 で は,菌 株 に よ っ て

NDMAが 分解 された後の発色 のレベ ル,す な は

図7質 量数とその相対強度

ち 変 異 原 性 が 明 ら か に 減 少 した。 さ ら に,

GCMS(ガ ス クロマ トグラ フ質 量分析)の 結果

で もNDMAは 完全 な形,例 えば炭酸ガスや アン

モニアのような ものに分解 された もの と考 えられ

る。 しかし,一 方ではイン ドールの ようなそれほ

ど強 くはない発ガン性物質が新た に検出 され た。

イ ンドール を産成する多 くの腸内細菌が知 られて

お り,ほ か にもフェノールなどの発ガ ン物質 が腸

内で産成 され る。これらの生成物 をも考慮 して腸

内細菌叢の発ガ ン抑制 メカニズム を証明するため

には,分 解酵素の解析 と菌体の保有する酵素 をそ

の まま固定す るといった方法で実験 を行 う必要が

ある と考 える。

本研究で取 り扱った大腸菌お よび乳酸菌 は腸内

細菌叢 を構成する細菌 の一部 に過 ぎず,他 に もビ

ヒズス菌やバクテロイデスのようにヒ トの健康 に

重 要な役 目を持っている といわれ る菌種 がある。

腸 内細菌がニ トロソア ミン分解の担い手 であると

すれば他の細菌叢構成菌種 について も今後検討 さ

れる必要がある。

謝 辞

腸 内細菌叢が持 っている と言われ る発 ガン性 と

その抑制能力にかかわる研究 はまだ途 についたば

か りと言わ ざるをえませ ん。 この ような萌芽的 な

テーマに多大なご援助 を賜 った浦上食 品 ・食文化



?g 浦上財団研 究報告書Vo1.5(1996)

振興財 団に対 し,敬 意 とともに深甚 なる謝意 を表

し ます。

文 献

1)Doll,R.1969.Thegeographicaldistributionof

callcer,Br.ノ.Cancer・23:1-8.

2)Bufkitt,D.P.1971.Epidemiologyofcancerofthe

colonandandrectum.Car7cer28:3-13

3)>Vliler.A.B.1982.Riskfactorsfromgeographic

epidemiology-forgastrointestinalcancer.Cancer

OO:2033-2040.

4)Correa,P.1981.Epidemio1(,gicalcorrelations

betweendietandcancerfrequellcy.CancerRes.

11:3685-3690.

5)Burrkitt,D.P.1978.Colonic-rectalcancer:f{ber

andotherdietaryfactors.A〃2.ノ.Clirz.Nutr.31:58-

Fd
.

6)Dales.L.G.,Fredan,G.D.,Ur}・.H.K.,Williams,S.

R.1979.Acaw-controlstudyofrelationshipsofdiet

andothertraitstocolorectalcancerinAmerican

blacks.Aria.J.Epide≫zrol.IU9:132-144.

7)Goldin.B.R..Gorbach.S.L.1980.Effectof

Lactobacillusacidophi&rsdietar}・supp]ementson

1,2-dimethylht-drazinedih}-drochloride-induced

intestinalCanCerinratS.ノ,?rationalCR77CPTlrestitute

64:263-265.

8)MastromarinoA.J.,Reddt-.B,S.,Wynder,E.L.

19i8.Fecalprofilesofanaerobicmicrofloraoflarge

bowelcancerpatientsandpatientswithnonher-

editarylargebowelpo]}-ps.CancerRes.38:4458-

9462.

9)Hill,M.J.,Crowther.J.S..Drasar.B.S..Hawkswor-

th.G,.Aries,V.,Williams.R.E.0.1971.Bacteriaand

aetiologyofcanceroflargebowel.Lancet1:90-100.

10)鈴 木 邦 夫,1986毒 性 発 現 に お け る腸 内細 菌 の役 割:

1.変 異 原 性 物 質 の 生 成 と分解,ト キ シ コ ロ ジー フ ォー

ラム9:105-116.

11)Calmels,S.Ohsima.H..V""incept,P.,Gounot,A.IVI.,

Bartsch.H.198.Screeningofmicroorganismsfor

nitrosationcatalysisatpH7andkineticstudieson

nitrosamineformationfromsecondaryaminesby

E.cnlistrains.Carcinogeraesls6:911-915.

12)Correa,Y.,Haenszel,W..Cuello.C..Tannenbaum,

S.R.,Archer,¥1.C.197.Amodelforgastriccancer

epidemiology.加 η66'ii:58-59.

13)Ro≪-1and,LR..Graso.P.1975.Degradationof

N-nitrosoaminebyintestinalbacteria.Appl.Mi-

crnbiol.29:7-12.

14)大 澤 俊 彦.1984.生 体 系 に お け る変 異原 の 生 成 と抑 制

に 関 す る生 物 有 機 化 学 的 研 究.文 部 省 科 学 研 究 費 補 助

金成 果 報 告 書

15)光 岡 知 足1980腸 内 菌 の 世界,叢 文 社,東 京,332.

16)Ames.B.N.,McCann,J.,Yamasaki,E,1975.

Methodsfordetectingcarcinogensandmutagens

≪・iththesalmonella/mammalianmicrosome

mutagenicitytest.〃 κ如'ノω2飾s8ω τ1131,167.

1"r)Shinaga≪ ・a,H.,Kato,T.,lse.T.,Makino,K.and

IVakata,A.1983.Cloningandcharacterizationof

theumuopeationresponsibeforinducible

mutagenesisin五 溶c1昭プ'ご1z'α(・o〃.Gene23,167・174.

18)光 岡 知 足1975腸 内 菌 叢 とそ の 意 義,臨 床 と細 菌

Z:55-97.

19)Gorbach,S.L.andGoldin,B.R.1990.Theintesti-

nalmicrofloraandthecoloncancerconnection.

1ぞαゾα{・shrfect.Dzs,12:S252-S261.

20)VanTassel1,R.L.,Piccariello.T..Kingston,D.G.L.

andWilkins.T,D.1989.Theprecursorsof

fecapentaences:Purificationandpropertiesofa

novelplasmalogen.Lipids24:454-459.

21)VanTasselll,R.L.,Kingston.D.G.L,andVV"ilkins,

T.D.1990.Metabolismofdietarygenotoxinsbythe

humancolonicmicrcflora:Thefecapentaencesand

heterocyclicamines.MzTtationRes.238:209-221.

32)Lin,D.X..Malaveille,C.,Park,S.S.,Gelboin,H.V.

andBartsch,H.1990.ContributionofDNAmeth-

ylationandbenzylationtoN-nitroso-benzyl

methylamine-lnducedmutagenesisinbacteria

EffectsofratlivercvtochromeP450isozvmesand

glutathionetrasferases.(頭2で'17㎎6'?6∫ ノ∫11:1653-

168.

23)Lijinsky,W.,Kovatch,K.n4.andSaavedra,J.E.

1992.CarcinogenesisandmutagenesisbyN-nitroso

compoundshavingabasiccenter.CancerLetters

63:101-107.



RoleofIntestinalMicroflorainDecompositionofFood-originCarcin〔)genicSubstances 7y

RoleofIntestinalMicroflorainDecompositionofFood-originCarcinogenic

Substances

EiichirohBabaandNaoeMizumoto*

(OsakaPrefectureUlliversityandOsakaJoshigakuenJuniorCollege*)

EscherichiacoliandLactobacillusspp.wereisolatedfrom23fecalspecimensofhealthy

menandwomen,andtestedfortheabilitytodecomposenitrosoamine,oneoffood-origin

carcinogens,toinvestigatethatmicrofloracontributestobreakdownofcarcinogensinthe

intestine.BacterialisolateswereincubatedinthebrothwithN-nitrosodimethylamine

(NDMA),andtheeluatesamplesfromtheculturedbrothwereanalyzedforNDMAby

gaschromatogph.AvarietyoftheintensitytodecomposeNDMAwereobservedthroughout

the60isolates.UsingtwoEscherichiacolistrainsandoneLactobacilluslactisstrain,a

suppressiontestofNDMA-carcinogenesistomice(CDfl)wasdone.Manymicediedof

acutetoxigenicitywhengivenwithhighdosesofNDMAalone,howeversmallernumberof

animalsdiedinthegroupsgivenwiththeNDMA-decomposingstrains.Inthegrouptreated

withr.4ppmofNDMA,twomicewerefoundtohavetumorsontheskinortheinternal

organs.IntheNDMA-Lactobacillus-treatedgroup,tumorswereobservedintheintestinal

organsofamouse.TheeffectofthebacterialtreatmentonsuppressingNDMAtumorsin

vivowasnotelucidated,becauseofasmallnumberofmicewiththepathologicalfindibgs.

TheumutestandGSMSanalysiswereconductedtoexaminepossiblemutagenicsub-

productsafterthedecompositionofNDMA.Adefinitedecreaseofmicrobialmutagenicity

andnofurtherchemicalcompoundsfromNDMAwereshown.Theseresultsindicate

evidencesthatnitrosoamine-decomposingbacteriainhabitthehumanintestine.


