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研究成果の概要（和文）：クラッシュ症候群が全身性炎症反応症候群(SIRS)から臓器不全に至るメカニズムは不明であ
る。我々はRAGEに注目した。
①クラッシュ症候群ラットモデルにおいて、抗RAGE抗体を投与することにより、炎症性サイトカインの低下がみられ生
存率の向上がみられた。②実際のSIRS患者において、可溶性RAGEは正常よりも上昇しており、血清HMGB1や急性期DICス
コアとの相関関係がみられた。可溶性RAGEは細胞におけるRAGEの発現を反映するといわれ、SIRS患者においてRAGEの発
現上昇が示唆された。
以上から、クラッシュ症候群やSIRS病態において、RAGEを制御することが病態改善につながる可能性がある。

研究成果の概要（英文）：Patients with crush injury often present systemic inflammatory response syndrome a
nd fall into multiple organ failure, but the mechanism is still unclear. We focused on RAGE.
(1)In Rat model of crush injury, administration of anti-RAGE antibody reduced inflammatory reaction and im
proved survival. (2)Patient with SIRS, serum soluble RAGE increased significantly than normal. Soluble RAG
E was related to serum HMGB1 or acute DIC score. Expression of RAGE reflect to serum soluble RAGE. In pati
ents with SIRS, RAGE expression may be increased.
These results indicate blocking of RAGE such as anti-RAGE antibody may become a promising novel therapy ag
ainst crush syndrome or SIRS.
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１．研究開始当初の背景 
クラッシュ症候群では、地震などの大災害

時に、四肢の長時間の圧迫が解除されること
で、骨格筋の挫滅部からミオグロビンやカリ
ウムなどの物質が血液中に漏出し、致死的不
整脈や体液欠乏性ショック、急性腎不全を呈
する。輸液や透析で急性期を乗り切った後も
多臓器不全(MOF) を併発する死亡率の高い
疾患であることに変わりはなく、その病態の
解明は未だ進んでいない。その原因として、
我々は今までに血管内皮細胞障害を起因と
する全身性炎症反応症候群(SIRS)が関与し
ていることを明らかにしてきた。さらにその
誘 導 因 子 と し て 、 代 表 的 な Damage 
Associated Molecular Pattern 
Molecuels(DAMPs)である High Mobility 
Group Box 1（HMGB1）を同定した。HMGB1
は核構成蛋白であるが、一度細胞外へ遊離す
るとパターン認識受容体（PRR）を介して過
剰な生体反応を引き起こす。クラッシュ症候
群では、急激な局所損傷組織から HMGB1 が
湧出すると考えられるが、興味深いことにク
ラッシュ損傷に応答して、HMGB1 を認識す
る PRR の一つである receptor for advanted 
glycation end products (RAGE)の発現が遠
隔臓器で増強することを同時に明らかにし
た。即ちクラッシュ症候群において挫滅組織
よりHMGB１などの物質が血中に放出され、
これらの DAMPs が RAGE シグナル系を介
して全身炎症を増強させながら、加速度的に
MOF を誘導しているのではないかと仮説を
たて、本研究を計画した。 
 本研究により、クラッシュ損傷に応答して
誘導される SIRS、 MOF 発症のメカニズム
において、RAGE を焦点とした新たな経路が
明確となることを期待している。外傷におけ
る生体反応の制御の側面から、RAGE 機能を
論じることの重要性が増すであろう。外傷に
おいて RAGE を標的とした新規治療戦略が
構築され、外傷患者の QOL の改善、医療費
の削減という社会的、医療経済的な効果が期
待できる。 
 
２．研究の目的 
現在、SIRS 病態を反映する敗血症のマウ

スモデルなどに対し、抗 RAGE 抗体を投与す
ることで、臓器障害の軽減や生存率の改善が
得られることが確認されている。クラッシュ
症候群においても、RAGE を標的として
DAMPs-RAGE シグナル系を抑制すること
は、理にかなった新たな治療法と考えられる。 
また、RAGE は細胞膜に発現するのみならず、
一部は可溶性 RAGE（ soluble RAGE：
sRAGE）として血中に放出されることが分か
っている。sRAGE は RAGE の発現量を反映
するものとして注目されている。 
本研究の焦点を以下の２点に絞り実施した。 
（１）ラットクラッシュ症候群モデルに対す
る抗 RAGE 抗体の治療効果 
確立したラットクラッシュ症候群モデルで、

抗 RAGE 抗体を投与し、DAMPs-RAGE シ
グナル系を制御することによりラットモデ
ルの生存率向上が得られるか評価する。また
同時に、各種ケミカルメディエーターなども
評価する。 
（２）患者における sRAGE の臨床的意義 
実際のクラッシュ症候群患者（もしくは、
SIRS 患者）において sRAGE を測定し、重
症度や各種ケミカルメディエーターとの相
関を評価し sRAGE の臨床的意義を明らかに
する。 
 
３．研究の方法 
（１）ラットクラッシュ症候群モデルに対す
る抗 RAGE 抗体の治療効果 
【ラットクラッシュ症候群モデル】 
オスのWistarラット(250～300g)をペント

バルビタール 50mg/kg/body 腹腔内注射(ip)
により全身麻酔をかける。実験中、ペントバ
ルビタールを 10mg/kg ずつ追加し、麻酔を維
持する。外科的に外頚静脈にポリエチレンチ
ューブを挿入し、輸液ルートとする。仰臥位
で固定した後、両後脚を専用器具を用いてそ
れぞれ 3.0kg の重りで圧迫する。6 時間の圧
迫の後に重りを除去し、3 時間の再灌流を観
察する。輸液は生理食塩水をルートから持続
注入する。圧迫開始から 5 時間目までは
1mL/kg/h の 速 度 で 輸 液 し 、 つ づ い て
10mL/kg/h の速度で 4 時間輸液を行う。実験
終了後は、ルートを抜去し、ラットをケージ
に戻す。 
ラットは、sham 群(SH 群)、クラッシュ群

(CR群)および抗 RAGE 抗体投与群(RAGE 群)の
3群にランダムに分類した。SH 群は、上記手
技のうち下肢圧迫を行わなかった。RAGE 群は、
重りの圧迫解除直後に、抗 RAGE 抗体(Santa 
Cruz, CA, USA)100μ+リン酸バッファー
(PBS)合計 1mL を経静脈的に単回投与した。
CR 群はコントロール抗体+PBS の合計 1mL 投
与を行った。 
ケージに戻したラットは7日目まで生存を確
認した(SH群 n=6、CR群n=20、抗RAGE群n=20)。
生存確認とは別個体を用いて採血を行った
(CR 群・SH 群ともに 3 時間目 n=8、6 時間目
n=7・24 時間目 n=4)。 
【採血検査】 
採血は圧迫解除後 3・6・24 時間後に行い、

血清を冷凍保存した。採血項目は IL-6 を測
定し、ELISA 法で測定した。 
 
（２）患者における sRAGE の臨床的意義 
【対象】  
2012年 11月から2013年 9月までの期間に

大阪大学医学部附属病院高度救命救急セン
ターにおいて診療を行った 18 歳以上の SIRS 
診断基準を満たした成人患者。原因疾患は、
敗血症、重症外傷、蘇生後脳症などの SIRS を
呈する疾患を対象とした。で行った。SIRS 患
者に対する比較対照として 12 名の健常者か
らも同様の採血検査をおこなった。 



【方法】 
採血および研究エントリーのタイミング

は、SIRS 診断後 24 時間以内に限定した。採
血時点での重症度スコアも同様に集積した。
以下に挙げる項目を評価し SIRS 患者におけ
る sRAGE の臨床的意義を明らかにした。 
・sRAGE 
・炎症系マーカー（TNFα、IL６）凝固線溶
系マーカー、（PAI1、FDP、Dダイマー等）、 
血管内皮障害マーカー（PAI1、sVCAM1）、DAMPs
（HMGB1） 
・血中乳酸値評価 
・重症度スコア評価：採血時点の SIRS 患者
の重症度に関して、APACHE II スコア、SOFA
スコア、ISS スコアによって評価した。 
・凝固線溶系評価：採血時点の凝固線溶異常
を、急性期 DIC スコアを算出することで評価
した。 
 
４．研究成果 
（１）ラットクラッシュ症候群モデルに対す
る抗 RAGE 抗体の治療効果 
【生存率】 
SH 群は全個体が生存した。RAGE 群の 24 時

間目の生存率は 80%(16/20)に対し CR 群は
35%(7/20)であった。7 日生存率は、RAGE 群
で 50%(10/20)に対し CR 群では 10%(2/20)で
あった。7 日生存率は抗 RAGE 群で CR 群に比
較して有意に高かった(p<0.05)。 
【採血検査】 
RAGE 群では血清 IL-6 値は圧迫解除 3 時間

でピークを迎え、その後漸減していった。 
RAGE 群は CR群、SH 群と比較して 7日間生存
率は有意に改善していた。RAGE群またCR群、
SH 群と比較して IL6 は有意に低下していた。 
 
一般に、クラッシュ症候群では組織が損傷

を受けると、挫滅部で HMGB1 などの DAMPs が
細胞外へ逸脱する。RAGE は、HMGB1 などの
DAMPs と結合することで、NF-κB経路を介し
て IL-6 細胞などの炎症性メディエーターの
産生を促進する。これらの炎症性メディエー
ターにより SIRS が惹起され、重篤化すると
DIC/MOF から死に至る。この研究の結果から、
抗 RAGE 抗体により炎症惹起が抑制され、そ
の結果として死亡率を改善している可能性
が示唆された。今後、抗 RAGE 抗体の実臨床
における SIRS 患者における治療薬として期
待される。 
 
（２）患者における sRAGE の臨床的意義 
本研究で対象とした患者 56 名であった。

男性 37 名、女性 19 名で、年齢中央値は 62
歳であった。疾患は多発外傷 25 名、敗血症
24 名、その他 7名であった。患者群の重症度
評価としては、SIRSはスコア別に２点23人、
３点 18 人、４点 15 人であった。APACHE II
スコア中央値が 22 点、SOFA スコア中央値が
4点、DIC スコア中央値 が 3であった。SIRS
患者（中央値 620 ng/mL）では健常対照者（中

央値 454 ng/mL）と比較して sRage 値は有意
に増加していた。sRage 値は APACHE II スコ
ア （ p<0.05,r=0.401 ）、 SOFA ス コ ア
（p<0.05,r=0.409）、ISS（p<0.05,r=0.409）
と有意な相関を認めた。sRage値は急性期DIC
ス コ ア と 有 意 な 相 関 を 認 め た
（ p<0.05,r=0.455 ）。 sRage 値 は 乳 酸 値
（p<0.05,r=0.382）、IL6 値（p<0.05,r=0.506）、 
HMGB １ 値 （ p<0.05,r=0.331 ）、 PAI1 値
（ p<0.05,r=0.305 ） 、 VCAM 値
（ p<0.05,r=0.269 ） 血 小 板 値
（ p<0.05,r=-0.302 ）、 FDP 値（ p<0.05 、
r=0.276）であった。 
 
本研究では SIRS 患者における血清 sRAGE

値は、健常人より有意に増加していた。血清
sRAGE 値は血清 HMGB１値（p<0.05,r=0.331）
と相関関係がみられた。RAGE は血管内皮細胞
やリンパ球、単球、マクロファージなど、広
範囲に確認されている。RAGE は Toll 様受容
体などと同様に PRRs の一員と考えられてい
る。Rage のリガンドとしては、リポ多糖（LPS）
や DAMPs である HMGB1 など様々なものが報告
されている。これらのリガンドとの結合によ
り下流のシグナル系が活性化し炎症が惹起
される。RAGE うち一部は、酵素により切り離
され、sRage として血中に遊離する。sRAGE
は RAGE の発現量を反映することから、炎症
などのバイオマーカーとsRAGEが注目されて
いる。これまで、sRAGE が膠原病、糖尿病な
どの慢性炎症病態で増加するが報告されて
きた。近年、感染性 SIRS 病態である敗血症
においてもsRAGEが増加することがわかって
きた。本研究結果から SIRS 病態において
HMGB1などのDAMPs-RAGEシグナル系が活性化
し、炎症惹起に関連している可能性が示唆さ
れた。 
本研究では HMGB1 以外にも、sRAGE 値は

APACHE II スコア、SOFA スコア、急性期 DIC
スコア、IL6 値、PAI1 値、VCAM 値と相関がみ
られた。RAGE はリガンドと結合後、MAP キナ
ーゼやNFκBなどの下流シグナルが活性化し
RAGE 発現細胞からの IL6 の産生増加や、血管
内皮細胞から細胞接着分子の VCAM の発現な
どがみられる。白血球などの炎症細胞は、こ
れらの血管内皮細胞上の VCAM と固着し、血
管内皮が障害される。DIC の主たる病態は血
管内皮障害である。本研究の結果は、SIRS 病
態において RAGE シグナル系が血管内皮障害
を惹起し、凝固障害を惹起している可能性が
ある。さらに、RAGE シグナル系による炎症反
応、凝固障害の亢進が重症化の要因となって
いる可能性が示唆される。 
また、本研究では sRAGE 値は ISS の上昇に

伴い有意に増加していた。ISS は解剖学的な
重症度スコアで、外傷の組織損傷程度を評価
するものである。一般に、外傷により組織が
損傷を受けると、HMGB1 などの細胞内成分が
細胞外へ逸脱する。細胞外へ逸脱した成分
（DAMPs）は、組織損傷の程度に伴い、逸脱



する量は増加する。この DAMPs は免疫担当細
胞上に存在する、TLR や RAGE などの PRRs に
よって認識される。本研究の結果は、外傷に
おいて、これらの経路で RAGE が活性を亢進
している可能性を示唆するものである。 
以上から sRAGE 値は SIRS 患者で健常人よ

り優位に増加し、SIRS 患者の重症度・DIC ス
コアと有意な相関が見られることがわかっ
た。RAGE の発現量を反映する sRAGE 値は SIRS
患者の重症度、凝固障害を反映している可能
性があり、RAGE が臨床における SIRS 患者に
おいても重要な役割を担っている可能性が
示唆された。 
 
（１）（２）の研究から、臨床患者において
も抗 RAGE 抗体などを用いて RAGE をブロック
することが治療方法として有用となる可能
性が考えられた。 
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