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研究成果の概要（和文）： 

出血性ショックにより生じる臓器障害発生機序解明を目的とした本研究より、出血性ショッ
ク後腸管リンパ液には虚血腸管より生物活性をもつメディエータが産生されることが確かめら
れた。ショック後腸管リンパ液中にはショック前には見られない PLA2タンパクが確認され、シ
ョック後リンパ液のもつ生理活性は in vitro および in vivo での PLA2阻害薬投与により抑制
された。更に、ショック後に生じる肺障害は、PLA2 阻害薬投与により軽減された。以上の結果
から、出血性ショック後臓器障害の発生には、出血性ショック・蘇生により腸管リンパ液内に
産生される PLA2由来メディエータが関与していることが示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）： 

 The purpose of this study is to determine the role of phospholipase A2 in 

post-hemorrhagic shock mesenteric lymph (PSML) on the development of distant organ 

injury. Mesenteric ischemia increases or generates PLA2 protein in PSML. PLA2 inhibition, 

in vitro and in vivo, attenuates the neutrophil priming effect of PSML and prevents acute 

lung injury in a two-event model. 
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１．研究開始当初の背景 

出血性ショック後に生じる多臓器不全によ
る死亡率は依然高いままである。しかし、出
血性ショック後臓器不全発症のメカニズムに
ついては未だ十分に解明されていない。これ
までの研究より、出血性ショック時に生じる
臓器低灌流、特に腸管血流の低下が遠隔臓器
障害の発生に深く関わっていることが示され
ている。 

①腸管粘膜は平常時心拍出量の３０％の灌
流を受けているが、ひとたびショックに陥る
と重要臓器への血流再分配により腸管血流は
著しく低下し、体循環（血圧）が回復した後
も腸管低灌流は長期にわたり遷延する。我々
のグループで行ったラット小腸虚血再潅流モ
デルを用いた研究において、小腸虚血再潅流
後には虚血に曝されていない肺に障害が生じ
ることを示し、ショック下における腸管低灌
流が遠隔臓器障害発生に深く関与しているこ
とを示した１）。また、この出血性ショック後
に生じる肺障害が腸間膜リンパ管の離断によ
り抑制されることが他のグループにより報告
２）され、遠隔臓器障害を生じさせる炎症性メ
ディエーターの主要運搬経路として、これま
で提唱されていた門脈血とは異なる、腸管リ
ンパ液に注目することとなった。その後の研
究にて、ショック後腸管リンパ液には好中球
および血管内皮細胞を活性化するメディエー
ターが含まれていることが示され３）、その生
理活性は動物種によらず保たれていることを
増野らが報告した４）。更に増野は、腸管リン
パの持つ生理活性はショックの深度・期間に
相関することを報告している５）。しかし、こ
れまでのところ生理活性を有するメディエー
ターの同定には至っていない。 

②腸管内免疫担当細胞内にはＰＬＡ２が豊
富に存在することより、腸管はＰＬＡ２の貯
蔵庫と考えられる。ＰＬＡ２阻害薬の全身投
与による小腸虚血再潅流後の肺障害発生への
影響をみた研究では、ＰＬＡ２阻害薬投与に
より虚血再灌流後肺障害の発生が抑制される
ことが報告され、腸管虚血再潅流時に生じる
メディエーターの産生にＰＬＡ２が重要な役
割を果たしていることが示された６）。また、
重症外傷患者における血中ＰＬＡ２値の上昇
はその後のＡＲＤＳ・ＭＯＦの発症率に相関
することも報告されている７）。 
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２．研究の目的 

上記の背景を踏まえ、本研究では「腸管低
灌流がどのような機序で遠隔臓器障害発生に
関与しているのか？」を、「腸管リンパ液内
ホスホリパーゼＡ２（ＰＬＡ２）およびＰＬ
Ａ２由来脂質メディエーター」に注目しその
役割を明らかとすることを目的とし、下の実
験仮説を立てた。 
「First hit である出血性ショック後、虚血
腸管より腸管リンパ液に産生されるＰＬＡ２
あるいはＰＬＡ２由来脂質メディエーターに
より好中球primingが生じ、好中球集積が遠
隔臓器に起こる。更にSecond hitが加わった
場合、好中球はactivationされ臓器障害を引
き起こす」  
本仮説を証明すべく以下のステップにて研
究を行った。 

【目的１】ショック後腸管リンパ液の持つ生
物活性がＰＬＡ２由来であるかを検討する。 

リンパ液刺激による分離好中球からの活
性酸素産生量を指標とし、ショック後リンパ
液の持つ生物活性がＰＬＡ２阻害薬のin 
vitro およびin vivo投与により変化するか
を検討する。更にＰＬＡ２抗体を用いたウエ
スタンブロット法により、リンパ液内ＰＬＡ
２タンパクを検出する。 

【目的２】ショック後に生じる肺障害がＰＬ
Ａ２阻害で軽減するかを検討する。 
Two hit（hemorrhagic shock + IV LPS）肺

障害 model（詳細後述）を用い、ＰＬＡ２阻



害により肺障害の程度が軽減するかを検討す
る。 
 

３．研究の方法 

【目的１】ショック後腸管リンパ液の持つ生
物活性がＰＬＡ２由来であるかを検討する。 

 ラット出血性ショックモデルおよびリン
パ液の回収 

オスSprague-Dawley ratを使用し、ペン
トバルビタール( 50mg/kg )腹腔内投与に
て麻酔した後、腹部正中切開をおき、上腸
間膜動脈根部に沿って走行する腸間膜リ
ンパ管に0.02inchシリコンチューブをカ
ニュレーションし、冷水槽内マイクロチュ
ーブ内に腸管リンパ液を経時的に採取。腹
部正中創を縫合閉鎖した後、大腿動静脈を
カニュレーション、動脈カテーテルは脱血
および動脈圧モニターリングに、静脈カテ
ーテルは輸液用に使用。ショック導入前１
時間にショック前腸管リンパ液を採取。そ
の後大腿動脈カテーテルより脱血し、平均
動脈圧を30mmHgまで降下させ、同レベルを
４５分間維持。ショック完了後、脱血した
血液および２倍量の生理食塩水を２時間
かけ輸液し蘇生。蘇生完了後更に１時間腸
管リンパ液を採取し、これをショック後腸
管リンパ液として以下の実験に使用した。
ショック後腸管リンパ液として蘇生完了
後１時間のリンパ液を使用する理由は先
行研究より、この時間帯のリンパ液が最も
生理活性を強く持つためである。 

 
実験１－１：出血性ショック後腸管リンパ液
の持つ生物活性がＰＬＡ２阻害薬in vitro
投与により抑制されるかを検討する。 

ショック前、およびショック後腸管リン
パ液をそれぞれ２群に分け、一方にＰＬＡ
２阻害薬を加え、各々のリンパ液を分離好
中球に添加し、産生される活性酸素量を測
定し、リンパ液の持つ生理活性の指標とす
る。 

好中球活性酸素産生の測定 
ヒトあるいは同系ラットから分離した

正常好中球を腸管リンパ液で５分間刺激
し、その後１μMのformylmethionyl-leuc
yl-phenylalanineあるいは200ng/mlのpho
rbol12-myristate13-acetateで活性化し、
産生された活性酸素をSOD-inhibitable c
ytochrome c reduction法により測定する。 

 
実験１－２：出血性ショック後腸管リンパ液
の持つ生物活性がＰＬＡ２阻害薬in vivo投
与により抑制されるかを検討する。 

同じ実験系を用いショック導入３０分

前より蘇生完了まで、ＰＬＡ２阻害薬を経
静脈的に持続投与する。ＰＬＡ２阻害薬投
与前、およびＰＬＡ２阻害薬を投与したラ
ットから取り出したショック後腸管リン
パ液を、実験 1-1 と同様に分離好中球に
添加し、産生される活性酸素量を測定し、
リンパ液の持つ生理活性の指標とする。 

 
実験１－3：出血性ショック後腸管リンパ液
内に産生されたＰＬＡ２を検出する。 

ＰＬＡ２は分子量14kDのタンパク質
である。実験 1-1 で得られたショック前、
およびショック後腸管リンパ液を電気泳
動し、ＰＬＡ２抗体を用いたウエスタンブ
ロット法により、リンパ液内ＰＬＡ２タン
パクを検出する。 

【目的２】ショック後に生じる肺障害がＰＬ
Ａ２阻害で軽減するかを検討する。 

Two hit 肺障害 model 
実験１と同様に出血性ショック（First h
it）平均動脈圧30mmHg x ４５分間に続き
蘇生を行い、蘇生完了後Second hitとして
LPS (100μg/kg)を静脈内投与する。Evan
s-blue色素を同時に投与し、６時間後に肺
胞洗浄液内に漏れだしたEvans-blue濃度
により肺障害程度の指標とする。 

 
実験２：Two hit 肺障害 modelを用いＰＬＡ
２阻害薬投与によりショック後肺障害の発
生が抑制できるかを検討する。 

上記Two hit 肺障害 modelを使用し、ＰＬ
Ａ２投与群ではショック前30分前より蘇生終
了までＰＬＡ２阻害薬を投与し、６時間後に
肺胞洗浄液内に漏れだしたEvans-blue濃度に
より肺障害程度をＰＬＡ２投与群、非ＰＬＡ
２投与群で比較する。合わせてmyeloperoxid
ase assayにて評価した肺内好中球集積を両
群間で比較する。 

肺障害の測定評価 
Second hitと同時にEvans-blue 1mgを

静脈内投与し、６時間後に採血をする。r
atをsacrificeしたのち生理食塩水5mlx3
回にて気管肺胞洗浄を行う。気管肺胞洗浄
液および血漿中のEvans-blue吸光度を測
定し、その比率（気管肺胞洗浄液/血漿）
を肺障害の指標とする。 

好中球集積測定 
Second hit後６時間においてratをsac

rificeし、肺を摘出し直ちに凍結保存する。
保存された試料の重量を測定後、リン酸緩
衝液内で粉砕し遠心分離する。上清に過酸
化水素とdimethoxybenzidineを混合し、吸
光度を測定する。 



 
４．研究成果 

実験１－１：出血性ショック後腸管リンパ液
の持つ生物活性がＰＬＡ２阻害薬in vitro
投与により抑制されるかを検討する。 

 先行研究と同様に、出血性ショック後には
腸管リンパ液の持つ生理活性は増大してい
た。ショックラットより採取した腸管リンパ
液にin vitroにてＰＬＡ２阻害薬を投与する
と、ショック後腸管リンパ液の持つ好中球活
性化能は下図のごとく減弱することが示さ
れた。 

 

 

 

 

 

 

実験１－２：出血性ショック後腸管リンパ液
の持つ生物活性がＰＬＡ２阻害薬in vivo投
与により抑制されるかを検討する。 

 ＰＬＡ２阻害薬をin vivoに投与したラッ
トから採取した腸管リンパ液を分離好中球
に加え、リンパ液の持つ好中球活性化能を観
察したところ、in vivoにＰＬＡ２阻害薬を投
与されたラットから採取したショック後腸
管リンパ液はショック前リンパ液と同程度
にまで生理活性が抑制されていた。 

 

 

 

 

 

 

実験１－3：出血性ショック後腸管リンパ液
内に産生されたＰＬＡ２を検出する。 

 ＰＬＡ２抗体を用いたウエスタンブロット
法により、ショック前後の腸管リンパ液内に
存在するＰＬＡ２タンパク同定をおこなった
ところ、ショック前腸管リンパ液内ではＰＬ
Ａ２タンパクは同定されなかったが、ショッ
ク後腸管リンパ液内にはＰＬＡ２タンパクの
存在が同定され、ショックにより腸管リンパ
液内にはＰＬＡ２タンパクが増加しているこ

とが示された。 

実験２：Two hit 肺障害 modelを用いＰＬＡ
２阻害薬投与によりショック後肺障害の発
生が抑制できるかを検討する。 

 下図のごとくsham群、出血性ショック単独
群、LPS単独投与群ではいずれも肺障害の程
度に大差はなかったが、出血性ショックに引
き続きLPS投与を行った群では、肺障害の程
度は優位に増大した。一方、ＰＬＡ２阻害薬
をin vivoに投与しつつ出血性ショックに引
き続きLPS投与を行った群では、肺障害の程
度はsham群と同程度まで抑制されていた。 

 

 

 

 

 

 

 Two hit後の肺に集積した好中球量をMPO 
assayにてＰＬＡ２阻害薬投与群、非投与群の
2群で比較したところ、ＰＬＡ２阻害薬非投与
群に比べＰＬＡ２阻害薬投与群にて好中球の
肺への集積が優位に抑制されていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の本研究の結果より、出血性ショック

後にはＰＬＡ２関連メディエーターが腸管リ
ンパ液内に産生され、好中球活性化を介して
肺障害を引き起こしていることが示唆され
た。 
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