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コ には、 用 用などの 果がある。 行研究では、 スでの 試 におい
て、ム 生 の 、Akkermansia 属の が され、本成分の 内環境 果が示唆されたが、その
ニ ムは不明である。そこで本研究では、 コ が 内細菌に す の解明を目的とした。 

を pH 下で培養する In vitro にて 48 培養した。培地には、Basal Component 
Medium(BCM 培地)(C 群)、ム 培地(M 群)、ム ・ コ 培地(MF 群)を用い、細菌 解析およ
び の を行った。また、Akkermansia属の生 に する コ の 果解明のた 、 ノ ー
実 を行った。BCM 培地(C 群)、ム 群(M群)、 コ 群 F 群 、ム ・ コ 群(MF
群)で培養し、Lumitester C-110 にて ATP を した。 
結果 細菌 解析の結果、C 群と して MF 群では 生 菌が し、 の 菌の
が された。 の では、MF 群において 、プロ の が された。 、

コ による Akkermansia 属の の 果については、M 群、MF 群、C 群、F 群の に ATP が かっ
た。 の結果から、本成分による 内細菌 の 果が示唆されたが、 行研究での Akkermansia 属の
は コ の 的な 果ではなく、 内でのム の による のであると られる。 
Background Fucoidan has health benefits. In a previous study, the addition of fucoidan in a feeding test 

resulted in an increase in the production of mucin and the relative abundance of Akkermansia. These results 
suggest that fucoidan may improve the intestinal environment. However, the detailed mechanism is still veiled. 
In this study, we aimed to elucidate the effects and its mechanism of fucoidan on human intestinal bacteria. 

Method Fucoidan was added to the "In vitro gut model" and incubated for 48 hours. The collected culture 
medium was used to analyze the intestinal flora and to quantify the amount of short-chain fatty acids. In order 
to clarify the effect of fucoidan on the growth of Akkermansia a monoculture experiment was conducted. To the 
amount of ATP was measured using Lumitester C-110. 

Result and Discussion The results of bacterial composition showed that the abundance of SCFA-producing 
bacteria increased in the MF group. In the quantification of SCFA, acetate, butyrate, and propionate increased. 
On the other hand, for the effect of fucoidan addition on the growth of Akkermansia, the amount of ATP was 
higher in the order of M, MF, C, and F groups. These results suggest that fucoidan has an effect on the 
improvement of intestinal microbiota. However, fucoidan had no growth-promoting effect on Akkermansia. 


