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研究成果の概要（和文）：　人工心肺に代表される体外循環法は心臓手術や急性期の心肺補助には無くてならない手技
である。　しかしながら、この体外循環法は生体に様々な悪影響を及ぼすことが知られている。今回、我々は、体外循
環中の高酸素管理が炎症反応反応を助長しているという仮定を持ち、研究を行ってきた。
　今回の研究で、体外循環中の高酸素管理は活性酸素を発生させ、全身性の炎症反応を助長していることが確認できた
。今後、臨床へフィードバックすることができると考える。

研究成果の概要（英文）： Systemic inflammatory responses in patients receiving cardiac surgery supported 
by cardiopulmonary bypass (CPB) significantly contribute to CPB-associated morbidity and mortality. We 
hypothesized that hyperoxia insufflation aggravates the inflammatory responses and organ damage during 
CPB. To verify this hypothesis, we investigated the inflammatory responses at high and normal levels of 
arterial pressure of oxygen (PaO2) in the rat CPB model.
　In this study suggest that it is better to avoid too much oxygen insufflation for
attenuating organ damage associated with the superoxide production and inflammatory responses during CPB.

研究分野： 循環生理学　体外循環学　臨床工学

キーワード： 体外循環　高酸素　活性酸素　炎症反応　サイトカイン
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１．研究開始当初の背景 
心臓血管外科領域の手術において、人工心

肺に代表される体外循環法は無くてはなら
ない手技であり、本邦では年間４万症例以上
行われている。しかしながら、この体外循環
は生体に様々な悪影響を及ぼすこと知られ
ている。具体的には、循環動態の変動、各臓
器への血流の不均衡分布、虚血再灌流、炎症
反応など多岐に渡っておりこれらが複雑に
関連し術中・術後の合併症を引き起こすとさ
れている。その中でも血液が体外循環回路・
血液ポンプ・人工肺を中心とした体外循環デ
バイスなどの異物に接触することで起こる
とされている炎症反応は臓器障害につなが
る重要な因子となっている。また、一般的に
患者は体外循環中、非生理的な高酸素状態管
理されることが多い。近年、生体中の過剰な
酸素は hydroxyl radical 等の oxygen free 
radical を産生し炎症や細胞障害を起こすこ
とが分かってきている。また、一般的に患者
は人工心肺中、高酸素状態管理されることが
多く、非生理的状態である。近年、生体中の
過剰な酸素は oxygen free radical を産生し
炎症や細胞障害を起こすことが分かってき
ている。加えて、心停止患者救命の際に
PaO2:300mmHg 以上の高酸素管理は生存率
を下げるという報告もある。 
これまでに、我々は体外循環に関連する研

究を効率的に継続するために、実際の臨床で
行われている体外循環を模擬でき、再現性の
高い、ラットを用いた小動物体外循環モデル
を構築してきた。 

 
２．研究の目的 
本研究では、我々が構築した小動物体外循

環システムを用いた実験を行い、体外循 
環中の炎症反応と生体の高酸素の関係を明
確にし、理想的な体外循環法を検討すること
を目的とした。 
 
３．研究の方法 
以下の課題を設定し研究を行ってきた。課

題 1. 高酸素管理体外循環において酸化スト
レス及び炎症反応が増大されていることの
証明。課題 2. 体外循環中の高酸素のレベル
による酸化ストレス及び炎症反応の程度の
評価。課題 3. 体外循環による酸化ストレス
及び炎症反応が主要臓器に引き起こす障害
の評価。 
実験は、ラット（SD ラット、雄、400‐

450 g）を用い、非体外循環群、普通酸素体
外循環群および高酸素体外循環群の 3 群（高
酸素のレベルによる酸化ストレス・炎症反応
の程度を検討する際は、高酸素体外循環群を
PaO2 のレベルによりさらに群分け）に分け、
体外循環前、体外循環中、体外循環循環終了
時で採血し、血球分析、生化学データ、炎症
マーカーを検査し比較検討を行った。加えて、
実験終了後、主要臓器を取り出し、スーパー
オキサイドが測定可能なジハイドロエチジ

ウム（DHE）染色法などを用い酸化ストレス
を評価しメカニズムを検討した。ラット体外
循環モデルの模式図を図 1 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 2. 実験グループ分け 

  
・SHAM 群:外科的手技のみを行い、体外 
循環は非導入。 
 
・Hyperoxia CPB 群: 体外循環中、動 
脈血酸素分圧（PaO2）を 400mmHg 以上
に維持。 

 
・Normoxia CPB 群: 体外循環中、動脈血
酸素分圧（PaO2）を 100-150mmHg に維
持。 
 
 
４．研究成果 
研究の方法の項で述べた課題に沿って研

究を進めた結果。体外循環中、動脈血酸素分
圧（PaO2）を 400 mm Hg 以上で維持したグ
ループで炎症反応の増大、活性酸素（スーパ
ーオキサイド）の発現が顕著であった。サイ
トカイン値を図3a-c, DHE染色を図4に示す。 
 
 
 
 
 

 

図 1. ラット体外循環モデル 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上の結果から、生体の高酸素分圧管理が
体外循環中の炎症反応および臓器の酸化ス
トレスを助長していることが証明できた。 
今回の研究で、我々は、体外循環中の非生

理的な高酸素管理が酸化ストレスと関与し
炎症反応を助長しているという仮説を立て、
証明することができた。これまでの体外循環
下の患者管理方法に一石を投じることとな
り、インパクトは非常に強い研究になったと
考える。 
さらに本研究ではラット小動物体外循環

システムを使用して実験を行うことも大き
な特色であった。世界的に見ても体外循環に
関する研究を小動物実験で行い、評価できる
グループは少ない。小動物体外循環システム
を使用することで、再現性の高い安定した実
験プロトコルを遂行することが可能である
ことから、今後の新しい体外循環デバイス開
発の大動物を用いた臨床前実験に先立った
基礎的実験にも役立つと考える。 
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