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研究成果の概要（和文）：肝臓移植の発展にはドナー増加が必要であるが、障壁としてドナーの問題も指摘されている
。特に脂肪肝の肝移植は移植成績が悪いだけでなくドナー合併症をも増加させドナー不適格となることが多い。本研究
では脂肪肝移植動物モデルで脂肪肝内ではPAR-1という各種炎症を制御するレセプターが正常肝より増加し手術ストレ
スは同等であるがその生体反応がより強くでてしまうことから移植後早期に移植肝不全を来たし移植成績が悪くなって
しまうことを突き止めた。さらに移植後にPAR-1阻害剤を投与することで移植成績の改善をみとめたことからこの結果
をさらに検討することでドナープールの拡大が期待できると考えられた。

研究成果の概要（英文）：Hepatic steatosis remains a problem in liver transplantation, which often result i
n graft failure  after transplantation. This problem makes a limitation of the increase of healthy donor p
ool. In this present research using rat steatotic liver transplantation models, we clarified that Proteina
se activated receptor (PAR)-1, a receptor that regulates inflammation as well as thrombin-associated coagu
lation, is highly expressed in the fatty livers, which results in early graft loss. This graft loss is ass
ociated with increased hepatic apoptosis and impaired liver regengeration, as well as inadequate coagulati
on in the hepatic sinusoid. In addition, such an early graft failure was improved by using PAR-1 antagonis
t, which is promising an expansion of donor pooling in liver transplantation in the future.
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１．研究開始当初の背景 

 近年の画像診断法と手術手技・器具の向

上から肝切除・肝移植など肝臓手術が安全に

行うことができるようになり、外科医にとっ

て肝臓外科が身近なものとなった。しかし、

実際は画像診断により病変を確認し各種検

査技術を用いて手術可能な症例を拾い上げ

ているのが現状で、肝臓外科の手術適応拡大

を目指した研究はまだまだ結実していない

のが現状である。 

肝臓外科の適応を制限する要因として背

景肝の予備力が挙げられる。慢性肝炎や肝硬

変、さらに最近では生活環境の欧米化により

脂肪肝などが肝予備能の低下を来し肝臓手

術の適応を制限している。特に罹患数が増加

傾向にある脂肪肝は肝機能や見た目は正常

であるが、予備力は著明に低下しているため、

しばしば拡大手術となりがちで手術後に残

肝不全などの致命的な合併症を引き起こし、

移植のグラフトという点からは高率にグラ

フト不全を来したりする。脂肪肝の発生や障

害機序は未だ十分に解明されていないこと

から、脂肪肝・脂肪肝炎及び脂肪肝硬変から

発生した肝臓癌の肝切除や肝移植ドナーと

して臓器提供を希望されても脂肪肝のため、

外科治療や移植医療を断念し他の治療法を

選択せざるを得ない。 

 
２．研究の目的 

これまでの研究成果から、脂肪肝ではトロ

ン ビ ン レ セ プ タ ー で あ る Proteinase 

Activated Receptor-1 (PAR-1)が術前より過

剰発現していることを発見した。そして、脂

肪肝ラットの移植モデルでは約 30%の症例で

グラフト不全を引き起こすことも報告して

きた。Proteinase-activated receptor (PAR) 

は G蛋白共役 7回膜貫通型受容体に属する受

容体ファミリーであり、PAR1～PAR4 の 4つの

ファミリーメンバーからなる。特にPAR1は、

血小板や内皮細胞上に存在するトロンビン

受容体として存在し、トロンビンの刺激によ

りこれらの細胞を活性化して炎症を惹起す

る だ け で な く 、 血 管 内 皮 細 胞 で は

endothelial protein C receptor (EPCR) 依

存性に activated protein C (APC) が PAR1

を活性化し細胞保護に働くとも報告され多

様な生物活性を持ったレセプターであると

考えられている。実際、当科ではラット過小

グラフト肝移植モデルを用いた実験で過小

グラフトでは PAR-1 が強発現しており、APC

含有臓器保存液ではグラフトの生着率が良

好で移植成績も良好であったことをしてき

している。このことからも脂肪肝で PAR-1 が

過剰に発現しており、PAR-1 が組織障害と保

護機能を制御していることが考えられる。 

一方、肝臓手術の成績を決定する因子とし

て①肝虚血再灌流障害、②肝再生が挙げられ

る。これまでの本講座での研究成果から、①

虚血再灌流障害は肝虚血により類洞内に組

織因子が強発現し類洞内にトロンビンが大

量に生成され、肝虚血のみならず炎症が惹起

されていると考えられた。一方②肝再生は類

洞内に障害より産生されたトロンビンによ

り HGF 活性化因子(HGFA)が活性化し、これに

より肝再生因子であるHGFも活性化され肝再

生が促進されることを報告してきた。従って、

肝臓手術の成績向上にはトロンビンの類洞

内での活性制御が重要であり、トロンビンを

適度に活性化させるのみならずトロンビン

の細胞障害作用を押さえることが必要であ

ると思われた。脂肪肝では特に PAR1 が過剰

発現していることからも脂肪肝では類洞内

のトロンビンと PAR1 活性制御が肝臓外科の

適応拡大に重要である。肝臓手術の適応拡大、

脂肪肝の手術適応拡大とドナー利用を可能

にすることを目的として類洞内トロンビン、

PAR1 活性からみた脂肪肝の障害機序を解明

する目的にて本研究を計画した。 

 
３．研究の方法 

(1) 正常肝と脂肪肝における虚血再灌流障

害の機序の相違 



 4 週齢の Wister ラットに 60%脂肪含有食を

8 週間摂取させた作成した脂肪肝ラットと正

常食を同期間摂取させた正常肝ラットを作

成し、これに① 肝虚血再灌流モデルと② 

肝切除肝再生モデルを作成した。 

評価項目： 

① 肝虚血再灌流モデル（虚血前、再灌流後

6時間、24 時間）：血液、肝組織を採取・

保存 

i)生存率 

ii) 肝障害度(肝組織、炎症細胞浸潤、

トランスアミナーゼ、アポトーシス)－

血液・組織染色 

iii)炎症性マーカー(TNF,IL-6)を PCR

にて測定 

iv) PAR1 発現 

 ② 肝再生モデル(切除前、術後 6 時間、

24 時間、48 時間,5 日目,７日目)：血液・肝

組織 

i) 生存率 

ii) 肝組織・肝再生の評価：類洞内血栓、

PCNA 染色、肝重量 

iii) PAR1 の発現 

(2) 脂肪肝肝再生及び肝虚血再灌流障害に

おける PAR-1 阻害剤投与の意義 

 脂肪肝ラットに対し、上記の肝虚血再還流

障害と肝再生モデルを作成し、コントロール

群と PAR-1 アンタゴニスト投与群を作成し、

比較検討する。 

(3) 肝臓における PAR-1 の局在とその機能 

 脂肪肝及び正常肝から肝実質細胞(肝細

胞)と非実質細胞(類洞内皮細胞、クッパー細

胞)を分離培養しそれぞれの PAR-1 の発現状

態を検討。それぞれの細胞に刺激を加え、細

胞障害、炎症マーカーの程度を検討する。 

 
４．研究成果 
 まず、モデル作成であるが、60%高脂肪食
を8週間摂取させることにより脂肪肝ラット
モデルを作成することが出来た。また脂肪肝
ラットは正常肝の約 2.5倍の PAR-1 の発現が
亢進していた。 
 

(1)－① 虚血再灌流障害モデル 
 70%,90 分間の虚血再灌流障害モデルを作
成すると、脂肪肝ラットは 24 時間以内に 30%
のラットが死亡した。一方、正常肝ラットで
は全例生存した。再灌流後早期では肝障害の
指標である AST及び ALTに有意差はなかった
ものの脂肪肝肝組織において類洞の著明な
拡張、類洞内血栓及びうっ血が強く、アポト
ーシス細胞が正常肝と比較して著しく認め
られた。また肝組織及び血中の炎症性サイト
カインである TNF-alpha や IL-6 は著明に増
加していた。また、凝固機能に関しては両者
間に有意差は認めなかった。免疫組織染色で
は白血球、特に単球・マクロファージ系の浸
潤・遊走が脂肪肝で著しく認めた。また、
PAR-1の発現は再灌流後6時間で増加するが、
その後は術前値と同等まで減少した。正常肝
でも同様の動きを示したがどの時間におい
ても脂肪肝での発現が有意に高かった。 
 
(1)－② 肝再生モデル 
脂肪肝及び正常肝に約 70%の肝切除を施行

しその再生能を検討した。両者ともに術後 14
日まで全例生存した。また肝障害マーカーで
ある AST、ALT に差は認めなかった。また、
肝再生にも有意差は認めず、約 7～10 日目に
肝湿重量は術前と同等まで改善していた。 
PAR-1 の発現は術後 6 時間目にピークを認め
たがその後は術前と同等であった。6 時間目
のPAR-1発現量はやはり脂肪肝の方が有意に
高値であった。 
 

(1) の結果から、 
 ・脂肪肝自体で PAR-1 の発現が高い。 
 ・虚血再灌流障害などの急激な高侵襲では 

生命を脅かす程の生体反応が起こるが 
肝切除後肝再生においては脂肪肝と正 
常肝に差は認められない 

 
つまり、脂肪肝における PAR-1 の強発現
は急性肝障害に対する生体反応が強烈
におこっているものと推察された。 
 

ここで追加実験として 90%肝切除モデルを作
成すると、48 時間以内に 50%のラットが死亡
していることを併せて考えるとPAR-1は肝再
生よりも急性ストレスに対する反応性を高
めていることが示唆された。 
上記の結果を基に研究(2)を計画した。 
 

(2) 脂肪肝肝再生及び肝虚血再灌流障害に

おける PAR-1 阻害剤投与の意義 

 PAR-1 アンタゴニスト製剤を虚血再灌流障
害モデルに対して粗血前、再灌流後、24時間
目に陰茎静脈より投与した。対照群として生
理食塩水投与群と正常肝ラットに対しても
PAR-1 投与群、生理食塩水投与群を作成して
この 4群で検討した。脂肪肝虚血再灌流障害
生食投与群は24時間以内に約30%のラットが



死亡したが、PAR-1 阻害剤投与脂肪肝ラット
群では全例生存した。肝組織及びアポトーシ
ス細胞数、炎症性サイトカインの発現も生食
投与群と比較し著明に減少しており、正常肝
生食投与群と差はみとめなかった。 
一方、正常肝 PAR-1 阻害剤投与群は生存率や
その他の肝障害マーカーの改善は一切認め
なかった。 
 
以上の結果から、脂肪肝における PAR-1 の発
現は肝虚血再灌流障害の増悪に関与してい
ることが示唆され、また阻害剤の投与により
改善していることから脂肪肝による肝虚血
再灌流障害などの急性障害緩和にPAR-1アン
タゴニストの可能性が示唆された。 
 
以上の結果を基に(3)の研究計画に至る。 
 
(3)PAR-1 の発現局在とその機能 
コラゲナーゼで消化した肝臓から肝細胞、

クッパー細胞、類洞内皮細胞をそれぞれ分離
培養した。脂肪肝及び正常肝に対して同様に
分離培養した。PAR-1 の発現を確認したとこ
ろ、クッパー細胞において PAR-1 が強発現し
ていた。脂肪肝由来のクッパー細胞における
PAR-1 の発現は正常肝由来のクッパー細胞の 
約 3倍であった。ここでこのクッパー細胞を
エンドトキシン、低酸素障害、トロンビンで
障害し、培養液中の炎症性サイトカインの産
生を検討したところ TNF-alpha、IL-6 共に脂
肪肝由来のクッパー細胞で多く産生されて
いた。ここで PAR-1 アンタゴニストを加える
とこれらの産生量は正常肝由来のクッパー
細胞と同程度まで減少していた。 
 
以上の検討から脂肪肝では虚血再灌流障害
などの急性ストレスに対する生体反応の脆
弱性が考えられ、その原因としては肝臓内の
クッパー細胞がすでに活性化されているこ
とで生体反応に対する予備力が低下してい
るものと考えられた。 
 
これらの結果を基に、肝移植ドナープールの
拡大を目指した基礎研究として以下の追加
研究を施行した。 
 
追加研究 
 ラット脂肪肝移植モデルに対する PAR-1 阻
害剤投与の効果 
  
 方法：脂肪肝ラットを作成し、これをドナ
ーとして肝臓を摘出し、保存液中に 6時間の
冷阻血を行い正常肝ラットをレシピエント
とした脂肪肝移植モデルを作成した。 
 検討項目： 
① グラフト肝における PAR-1 の発現 
② 生存率 
③ PAR-1 アンタゴニスト投与の至適時期

の検討 
 

結果 
①  ドナー肝臓自体にすでに PAR-1 が正

常肝に対して約 2 倍であったが、冷阻
血後肝移植直前では約 1.4 倍の発現に
低下していた。 

② 正常肝移植モデルでは移植後 28 日ま
で生存していたが、脂肪肝移植モデル
の生存率は 40%であり、そのほとんど
は 48 時間以内に死亡していた。 

③ a. ドナー術前投与、b.保存液中投与、
c. レシピエント投与モデルを作成し
た。すると、ドナー投与や保存液中に
PAR-1 アンタゴニスト投与群では移植
成績の改善は認められなかったが、レ
シピエントに PAR-1 アンタゴニストを
投与したモデルのみ生存率の改善(28
日生存率 66%)が認められた。 
 

以上の結果から脂肪肝移植モデルにおいて
PAR-1 はドナー肝とレシピエントの生体反応
においてその障害が増強すると考えられレ
シピエントのPAR-1活性を制御することによ
り移植成績の改善やドナープールの増加が
期待できると考えられる。 
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