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研究成果の概要（和文）：Lipopolysaccaride (LPS)を気管内投与すると肺血管内皮におけるHepatocyte growth facto
r (HGF)遺伝子発現、蛋白発現が亢進した。マウス肺の気管支肺胞洗浄から肺胞マクロファージを単離し、LPSを添加す
ると上清中にIL‑1β、TNF‑αが誘導された。LPS気管内中投与直後に抗IL‑1β抗体、抗TNF抗体を投与すると肺血管内皮
のHGFの発現は抑制され、肺胞上皮のアポトーシス、肺血管透過性は抑制された。抗HGF抗体を投与すると肺胞上皮のア
ポトーシスは増強し、肺血管透過性は亢進した。以上より、HGFはLPS肺水腫の回復に重要な役割を担っていると考えら
れた。

研究成果の概要（英文）：The expression of hepatocyte growth factor (HGF) in pulmonary endothelium was prom
oted in both gene and protein levels by injecting lipopolysaccaride (LPS) into trachea of mice. Alveolar m
acrophages isolated from bronchoalveolar lavage fluid were cultured in addition to LPS. IL‑1beta and TNF‑a
lpha were introduced from the alveolar macrophages. The expression of HGF in pulmonary endothelium was inh
ibited in LPS‑induced lung injury by adminstering anti‑IL‑1&#223; antibody or anti‑TNFalpha antibody immed
iately after injecting LPS into trachea. In LPS‑induced lung injury, administration of anti‑HGF antibody p
romoted apoptosis of alveolar epithelium, and pulmonary vascular permeability. It suggested that HGF could
play a pivotal role in recovery from LPS‑induced lung injury.

研究分野： 医歯薬学
科研費の分科・細目： 内科系臨床医学・呼吸器内科学
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