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研究成果の概要（和文）：アルコール性膵炎の発症機序を解明するためにマウス膵炎モデルを解

析した。エタノール投与に加えてリポポリサッカライドを負荷することで膵炎が発症したが、

発症には自然免疫に加えて獲得免疫の関与が必須であった。喫煙は膵炎の程度を増悪させた。

内因性抗酸化物質の誘導により膵炎の軽減が認められ、抗酸化治療が有効な治療法となる可能

性を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：To clarify the pathogenesis of alcoholic pancreatitis, we created
a murine model induced by administration of ethanol and lipopolysaccharide and analyzed
the role of innate and acquired immunity in the disease. Participation of acquired
immunity was indispensable for the development of ethanol-induced pancreatitis. Smoking
aggravated the disease. Induction of endogenous antioxidants ameliorated pancreatitis,
suggesting the usefulness of antioxidant therapy for the treatment of alcoholic
pancreatitis.
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１．研究開始当初の背景
慢性膵炎は、急性膵炎様の発作を繰り返

しながら膵組織の破壊・脱落が非可逆性に
進行する疾患で、長期にわたる経過により
実質の荒廃による内・外分泌不全と膵全体
におよぶ高度な線維化をきたし、悪性腫瘍
の合併や糖尿病の慢性合併症、感染により
死亡率は高い。慢性膵炎の成因としてアル

コール性が半数以上を占め、アルコールの
消費量と慢性膵炎の発症頻度には相関がみ
られる。わが国のアルコール消費量は欧米
諸国と比べると少ないが、日本人の約半数
はアルコール代謝能力が低い人種的特徴を
有しており、その消費量は相対的にかなり
多いと考えられる。アルコール性慢性膵炎
患者は年々増加しているが、大酒家におい
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ても慢性膵炎を発症するものは数%～10%程
度であり、飲酒のみでその発症機序を説明
することは困難である。
近年、慢性のアルコール摂取により腸管壁

の透過性が亢進し、エンドトキシン血症が生
じることが明らかにされ、アルコール性膵炎
の引き金となる可能性が指摘されている。エ
ンドトキシンの主体であるリポポリサッカ
ライド(LPS)値が健常人に比べ飲酒者で有意
に高いことが報告されており、動物実験でも
アルコールを長期間投与したラットに LPSを
投与すると膵炎が発症する。LPS は自然免疫
の受容体である toll-like receptor (TLR) 4
のリガンドであり、アルコール摂取により膵
炎発症の閾値が低下した状態に、自然免疫を
介した二次刺激が加わり膵炎が発症する可
能性が推測される。しかし、ウイルス感染や
細菌由来の DNA 刺激などによる TLR を介した
自然免疫系の活性化が膵炎発症を促進させ
るのか、自然免疫系に加え獲得免疫系が膵炎
発症にどのように関与するか、については十
分に検討されていない。
疫学的検討では、飲酒と喫煙がそれぞれ独

立した慢性膵炎の危険因子とされており、喫
煙の程度と膵炎発症が相関することも知ら
れている。しかし、アルコール性膵炎発症に
おける喫煙の影響の検討は疫学的研究にと
どまり、動物実験レベルで膵炎発症に及ぼす
喫煙の影響を膵における自然免疫の活性化
の観点から詳細に検討した報告はない。

アルコール摂取により膵組織は酸化スト
レスに曝されるため、アルコール性膵炎に対
して抗酸化物質による治療が試みられてき
た。チオレドキシン(TRX)は酸化還元反応制
御作用を示す内因性蛋白で、抗酸化作用に加
えて炎症局所への好中球やリンパ球浸潤の
抑制作用も有する。これまで我々は、マウス
重症膵炎および慢性膵炎モデルにおいて、
TRX投与による膵炎改善効果を明らかにした。
アルコール性膵炎は長期経過をたどるため、
TRX や熱ストレス蛋白(HSP)のような内因性
の抗酸化、抗炎症物質の産生を誘導できれば、
膵炎治療につながる可能性がある。

２．研究の目的
マウスモデルを用いてアルコール性膵炎

の病態解析を行い、膵炎発症における自然免
疫、獲得免疫の関与を検討した。さらに、喫
煙が膵炎発症に及ぼす影響を検討するとと
もに、膵炎マウスに内因性抗膵炎物質の誘導
を試みて臨床応用の可能性を検討した。

３．研究の方法
(1) 我々が作製したアルコールとLPS投与
により膵炎を発症するマウスモデルを用い
て膵炎発症における自然免疫と獲得免疫の
関与について検討した。８週齢の野生型

C57BL6 マウスにアルコールを自由飲水させ
ながら、各種 TLR リガンド(poly I:C、LPS、
ペプチドグリカン)およびリン酸緩衝生理食
塩水(PBS)を週２回投与して膵炎を発症させ
た。マウスを経時的に脱血死させて血清膵酵
素測定を行い、組織学的な膵炎の程度を重症
度スコアで評価した。膵浸潤炎症細胞の状態
について、CD4、CD8、B220、GR-1、CD11b、
CD11c に対する抗体を使用して免疫組織学的
に検討を行った。各種 TLR リガンドおよび
PBS で刺激したマウス血清中のサイトカイン
(IL-1、IL-6、TNF-、IL-10 など）産生を
マルチビーズサスペンションアレイ法で測
定した。SCID マウスにアルコールと LPS を投
与し、T 細胞および B 細胞が欠如した状態で
の膵炎発症について検討した。さら SCID マ
ウスに正常マウス由来の脾細胞、CD4 および
CD8T 細胞を移入して免疫系を再構築したの
ち、エタノールと LPS を投与して膵炎発症に
及ぼす獲得免疫系の関与について検討した。
さらに、インターロイキン 10(IL-10)欠損マ
ウスにアルコールを摂取させ、IL-10 欠損が
膵炎発生に及ぼす影響についても検討した。
(2) アルコール膵炎マウスにタバコ煙によ
る刺激を負荷して、膵炎の発症とその重症度
の変化を解析し、アルコール性膵炎発症に及
ぼす喫煙の影響を検討した。野生型マウスに
アルコール単独投与ないしアルコールと LPS
の投与を行い、タバコ煙発生装置により発生
させたタバコ煙による 1時間の喫煙刺激を週
5 日間連続して 4 週間行い、膵炎の発症およ
びその程度について検討を行った。
(3) TRX によるアルコール性膵炎の改善効
果を検討するとともに、内因性TRXおよびHSP
誘導剤である geranylgeranylacetone（GGA）
の治療効果について検討した。野生型マウス
にエタノールと LPS を投与し、LPS 投与毎に
リコンビナント TRX(5mg/kg)を腹腔内投与し、
4 週間後の膵炎の程度を重症度スコアで評価
した。内因性 TRX および HSP 誘導による治療
効果を検討するために、野生型マウスにエタ
ノールと LPS を投与し、初回 LPS 投与前日よ
り GGA を連日 50-500mg/kg 経口投与した。4
週間後の膵炎の程度を重症度スコアで評価
し、膵組織における内因性 TRX および HSP の
誘導をウエスタンブロットで検討した。

４．研究成果
(1) 野生型マウスに 20%エタノールを自由
飲水させ、LPS を週 2 回腹腔内投与すること
により膵炎が発症し、LPS 投与回数の増加に
伴い膵炎の程度が増強した。LPS (TLR4 リガ
ンド)に加えて、エタノール投与と併行して
TLR2 リガンド (ペプチドグリカン) や TLR3
リガンド (poly I:C) 投与を行ったが膵炎は
発症せず、アルコール性膵炎発症における
TLR4 刺激の重要性が示された。膵の免疫組織



学的検討では膵腺房間質を含めて全体に
Gr-1 陽性好中球浸潤が著明で、膵管周囲を中
心に CD4T 細胞、CD8T 細胞、B220 陽性 B細胞
の浸潤も認められた。血清サイトカインの解
析結果では、エタノール/LPS 併用投与群では、
LPS 単独投与群と比べ、炎症性サイトカイン
である IL-1、TNF-がより増加していたが、
抗炎症性サイトカイン IL-10 の増加は LPS 単
独投与群に比べ軽度であった。膵炎発症抑制
における IL-10 の役割を検討するため IL-10
欠損マウスにエタノールを投与したが膵炎
の発症はみられず、LPS 投与により引き起こ
される炎症性サイトカインの増加と抗炎症
性サイトカインの不均衡状態の程度が膵炎
発症に関与している可能性が推測された。さ
らに、T細胞、B 細胞を欠損した SCID マウス
にエタノール/LPS 投与を行ったが、野生型マ
ウスとは異なり膵炎は発症せず、アルコール
性膵炎発症に自然免疫系の刺激に加えて獲
得免疫の活性化が重要と考えられた。以上の
結果より自然免疫の過剰刺激がサイトカイ
ンの不均衡をもたらし、獲得免疫の活性化を
介して膵炎発症に至る可能性が示された。

(2) SCIDマウスに正常マウス脾臓細胞、CD4T

細胞分画、CD8T細胞分画を各々移入後、エタ

ノール/LPS投与を行い膵炎の発症における獲

得免疫の関与について検討した結果、正常マ

ウス脾臓細胞を移入したSCIDマウスで膵炎の

程度が最も強く、次いでCD4T細胞移入マウス

、CD8T細胞移入マウスの順であった。以上の

結果より、本膵炎モデルマウスにおいて膵炎

発症には獲得免疫系の存在が必須であること

に加えて、CD4T細胞とCD8T細胞の両者が膵炎

発症に関与していることが示された。

(3) 膵炎動物実験モデルに喫煙刺激を負荷

した実験では、組織学的スコアでは有意差は

見られなかったもののコントロール群と比較

して膵炎の増強が認められ、喫煙がアルコー

ル性膵炎を増悪させることが示唆された。

(4) 膵炎を誘導する際にTRXを連日投与した

マウスでは膵炎の軽減が認められた。TRXと

HSP70を誘導するgeranylgeranylacetoneを経

口投与したマウスでも膵炎の軽減がみられ、

膵組織でTRXとHSP70の誘導が確認された。以

上よりアルコール性膵炎では抗酸化治療が有

効な治療法となりうることが示された。
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