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もたらし肝虚血再灌流障害を増悪させる 
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【論文の背景】 
虚血再灌流障害に置いて自然免疫は宿主の第一の防御ラインとして重要

な役割を持っている。自然免疫の分野は、近年パターン認識受容体（PRRs: 
pattern recognition receptors）の発見により飛躍的に進歩を遂げた。微生

物に対する宿主防御は、PRRs が病原体関連分子パターン（PAMPs：
pathogen-associated molecular patterns）を認識することにより惹起され

る。自然免疫システムは非自己病原体に対する免疫の大きな役割を占めて

いるが、PRRs は内因性のストレスやダメージ関連分子パターン

（DAMPs：danger-associated molecular patterns）を介した細胞障害シ

グナルをも認識している。肝虚血再灌流障害は臨床でも直面する大きな問

題点の一つで、特に出血性ショック、敗血症性ショック、腹部手術、肝移

植時に問題となる。免疫学的な観点からすると、虚血再灌流時の初期の炎

症性反応は、マクロファージや樹状細胞等のいわゆる見張り細胞上の

PRRs を介した内因性ストレスシグナルにより媒介され、それに続く炎症

性メディエーターの産生と宿主白血球の呼び寄せにより成り立っている。 
非自己の認識は自然免疫反応の惹起にとって重要である。肝移植に伴う

肝虚血再灌流障害は、様々な DAMPs（核内タンパク、核酸、細胞外基質

蛋白等）が障害された肝グラフトより放出され、それらが宿主にとっての

非自己として認識される事で引き起こされる。しかしながら、自然免疫に

関わる細胞が、初期の虚血再灌流障害の段階で肝同種移植グラフトをアロ

抗原として認識し反応を増強させているかどうかはいまだに不明である。

自然免疫システムは、自己・非自己の選別に PRRs だけでなく、他にもい

くつかの手段を持っている。そのうちの一つとしては、ナチュラルキラー

（NK）細胞による“変化した”、“喪失した”自己の選別という方法があ

る。NK 細胞は、細胞の MHC class I の有無を認識し、MHC class I の発

現の低い、もしくは無い細胞を非自己として選択的に細胞死させるという

働きがある事が知られている。この働きは、MHC class I の発現の低い感

染した細胞や癌化した細胞を正常な細胞と選別し除去するという重要な役

割を担っている。NK 細胞はこの役割を、目標となる細胞の MHC class I
と抑制性の受容体が結合することで NK 細胞の細胞障害作用を抑制する一

方、MHC を持たない細胞に対しては抑制作用が働かずに細胞障害作用が

引き起こされるといった具合に、細胞表面にある様々な抑制性、もしくは

促進性の受容体を介して行っている。この関連で、NK 細胞は同種幹細胞

移植でおこる拒絶反応や骨髄移植での早期グラフト障害の主役であるとさ

れている。さらに、最近の臨床研究では、抑制性のキラー細胞免疫グロブ



リン様受容体（KIR：killer cell immunoglobulin-like receptors）とター

ゲット細胞の表出する HLA class I を不適合化することで、白血球を抑制

し移植片対宿主病（GVHD）を予防する可能性が示されている。 
本研究では、NK 細胞の非自己認識能力に着目し、肝虚血再灌流障害時

の自然免疫反応では、NK 細胞によるアロ抗原の認識が重要であるとの仮

説を立てた。故に、我々はアロ抗原の存在下で早期の肝虚血再灌流障害が

増強するかどうかを研究した。この仮説を証明するために、GFP トランス

ジェニック SD（Sprague Dawley）ラットをレシピエントとして、同系

（syngeneic）の野生型 SDラットと同種異型（allogeneic）の LEW（Lewis）
ラットより肝グラフトを摘出し、UW 液に 18 時間冷保存後肝移植を行っ

た。両群間での虚血再灌流障害の程度、GFP+レシピエント由来細胞のグ

ラフト内への遊走、移植後早期における炎症性分子の増殖について比較を

行った。また、GFP-ドナーNK 細胞の反応を研究しその役割を究明するた

めに、肝移植前に肝内の NK 細胞を枯渇させて実験を行った。 
 
【材料と方法】 

オスの Lewis（RT.1l）ラットは Harlen Sprague Dawley 社（Indianapolis, 
IN）より購入し、生後 8～10 週で実験に使用した。本研究における全ての

実験は、米国の National Research Council’s Guide for the Humane Care 
and Use of Laboratory Animals のガイドラインに準拠しており、「ピッツ

バーグ大学動物実験審議会」に承認されている。 
実験モデル：以前より一般的に行われている手法で肝動脈再建を行わない

同所性肝移植を行っている。Lewis ラット（アロジェニック）、野生型 SD
ラット（シンジェニック）よりそれぞれ肝グラフトを摘出し、UW 液に 4℃
で 18 時間保存したのち、GFP+SD ラットをレシピエントとして同所性に

移植を行った。レシピエントラットは肝移植後 1～48 時間の間にサクリフ

ァイスし、グラフト肝を摘出して解析を行った。一方のグループでは肝摘

出の 24 時間前にドナーラットに対し抗アシアロ GM1（AAGM1, 
50ul/animal, Wako Chemical 社, Richmond, CA）を静注した後に上記同

様に肝移植を行った。 
 

【実験結果】 
まず最初に、アロジェニック移植（Lewis⇒SD）と、シンジェニック移

植（SD⇒SD）で肝虚血再灌流障害の程度に違いがあるかどうかを調べる

ため、両群でグラフト 18 時間 UW 液下冷保存後の肝移植を行い、肝再還



流後 48 時間以内の肝障害の程度を評価した。再還流後 1，3，6，24，48
時間後に血清 ALT（alanine transaminase）レベルを調べたところ、アロ

ジェニック移植の方が高い傾向にあり、肝障害のピークとなる 6 時間の値

はシンジェニック移植群と比べ有意に高い値となった（2252±517 vs 648
±101、p＜0.05）。念のため Lewis、SD ラットの間で肝障害の程度に違い

がないかを調べたが、Lewis⇒Lewis 群、SD⇒SD 群の間で肝障害の程度

に有意差は無く、どちらの群も有意差を持ってアロジェニック移植群

（Lewis⇒SD）より肝障害の程度が少なかった。48 時間で比較した肝壊死

組織の割合はアロジェニック移植群で有意に広かった。 
肝虚血再灌流後に起こる自然免疫反応により、肝グラフト内では速やか

に炎症性サイトカインの上昇が認められるが、次に、アロジェニック移植

群で肝障害が強かったことに関連して、炎症性サイトカインも同様に上昇

を示すかどうかを調べた。肝内炎症性サイトカインの IL-1β、IL-6、IL-8、
TNF-αの mRNA レベルは肝移植後早期に上昇し 1～3 時間でピーク値を示

す。アロジェニック移植グラフト内のこれらのサイトカイン mRNA レベ

ルはシンジェニック移植グラフトに比べ高値を示し、IL-1β、IL-6、TNF-α
の値は有意差を持って高かった。さらに、NK 細胞の活性型受容体である

NKG2D の mRNA レベルもアロジェニック移植群で有意に高値を示した。

これらの結果により、肝移植後に起こる肝虚血再灌流障害は、アログラフ

トで有意に増強され、また炎症反応、NK 細胞の活性化も有意に高いとい

うことが示された。 
アロジェニックグラフトで虚血再灌流障害が増強されたという事実に、

肝内に在留している NK 細胞が関わっているかどうかを調べるため、まず

はナイーブ（未移植、未治療）ラット肝内に存在する NK 細胞の特性を調

べた。ナイーブラットの肝 NPC を分離し、CD45+の NPC をフローサイ

トメトリーで分析した。その結果、肝内には、脾臓や血液内と比べ多くの

CD161＋NK 細胞が存在することが分かった（25.4±0.9％）が、一方で

CD161dimCD3+NKT 細胞は肝内、脾臓内、血液内で占める割合にあまり

差はなく比較的少なかった（～3.8％）。さらに、肝内には CD11b/c＋の

NK 細胞も多く存在することが判明した。CD11b/c は NK 細胞の活性化マ

ーカーの一つであると言われ、CD11b/c＋NK 細胞は、NK 細胞の中でもよ

り成熟したサブセットと言われており、よりターゲット細胞を殺す能力に

優れ、刺激によりインターフェロン γ を多く産生するタイプである事が示

されている。ナイーブラット肝内の CD11b/c＋NK 細胞をさらに詳しく調

べたところ、CD11b/c－NK 細胞と比べ、より CD86、B220、MHC classII



の発現が高いことが分かった。また、免疫組織染色では、CD11b/c＋NK
細胞と CD11b/c－NK 細胞どちらも肝類洞内に存在することが分かった。

人間の肝内にも成熟した NK 細胞が多く存在し、常に「変化した自己」や

悪性細胞を見張り免疫を維持している 25。これらの結果により、肝内に存

在する NK 細胞、特に CD11b/c＋の成熟した NK 細胞が非自己を認識する

ことにより肝虚血再灌流障害に重要な役割を持っている可能性を示唆した。 
18 時間グラフト冷保存後のアロジェニック肝移植（Lewis⇒GFP+SD）

群とシンジェニック肝移植（野生型 SD⇒GFP+SD）群において、肝内の

NK 細胞移植後虚血再灌流障害早期において大きな変化を示した。肝移植

後早期のグラフト肝を抗 CD161 抗体を用いて免疫組織染色したところ、

シンジェニックグラフトではグラフト NK 細胞（GFP-CD161+）の数がほ

とんど変化しなかったのに対し、アロジェニックグラフトではグラフト

NK 細胞の数が早期から減少した。フローサイトメトリーによる解析を行

うと、免疫組織染色の結果同様、シンジェニックグラフトでは NK 細胞の

割合がほとんど変化しなかったのに対し、アロジェニックグラフト肝内の

NK 細胞は肝移植後 1 時間以内に速やかに減少した。このアログラフトで

の NK 細胞数の減少は、主に CD11b/c＋の成熟 NK 細胞の減少によるもの

であった。活性化された成熟 NK 細胞は、早期にアポトーシス細胞死する

とされているが、これらの結果は、アロジェニック肝移植後の虚血再灌流

障害で、アログラフト内の成熟 NK 細胞がより速やかに活性化されるとい

う可能性を示唆した。 
肝虚血再灌流時におこる自然免疫による炎症性の反応には、肝グラフト

内への白血球の動員も含まれるため、次に、現在まで証明したアロジェニ

ック肝移植での虚血再灌流障害の増強、および肝内の NK 細胞の消失が、

移植後早期の宿主白血球浸潤と関連があるかどうかを調べた。移植肝の免

疫組織染色では、全てのタイムポイントにおいて、アロジェニックグラフ

トの方がシンジェニックグラフトよりも宿主由来の GFP+白血球の浸潤が

多く、移植後早期の 1，3 時間後で有意差が認められた。さらに、具体的

にどの様な細胞が多くアログラフト内に浸潤しているかを調べるために、

グラフト肝の NPC を分離してフローサイトメトリーで分析した。CD45+
の肝 NPC のうち、GFP+宿主由来浸潤細胞の割合は一貫してシンジェニッ

クグラフトよりアロジェニックグラフトで高く、肝移植後 3 時間、6 時間

で有意差を持って高値となった。さらに移植後 3 時間での GFP+宿主由来

浸潤細胞の系統解析を進めると、CD11b/c＋ミエロイド系細胞の割合がア

ロジェニックグラフトで特に高く、シンジェニックグラフトで約 50％に対



し約 70％となった。 
上述したとおり、宿主 CD11b/c＋細胞の浸潤がシンジェニックグラフト

と比べアロジェニックグラフトで特に多かったため、フローサイトメトリ

ーでさらに GFP+宿主由来浸潤細胞の分析を進めた。その結果、違いの大

きな部分を占めたのは CD11b/c bright+, RP-1+の好中球であることが分

かった。CD11b/c＋もしくは RP-1+の顆粒球タイプの細胞は、移植後 1 時

間において、アロジェニックグラフト内で宿主由来浸潤細胞の約 20％を占

めたのに対し、シンジェニックグラフトでは約 5％であった。さらに、グ

ラフト組織片をナフトール AS-D 染色したところ、統計学的な有意差には

至らなかったが、アロジェニックグラフトの方がシンジェニックグラフト

よりも全てのタイムポイントで染色細胞が多く、フローサイトメトリーの

結果を裏付けた。これらの結果より、アロジェニックグラフトで増強され

た肝虚血再灌流障害は、速やかな肝内 CD11b/c＋成熟 NK 細胞の活性化・

消失、炎症性サイトカイン、ケモカインの産生増殖、ならびに宿主好中球

の浸潤に関連していることが示唆された。肝内に存在する成熟 NK 細胞が

感染した細胞や癌化した細胞を排除する見張り免疫としての重要な役割を

持っていることからも、我々はアロジェニックグラフトの虚血再灌流障害

増強に、肝内の成熟 NK 細胞が関連していると仮説を立てた。その仮説を

証明するため、肝内の成熟 NK 細胞を除去して更なる実験を行った。 
遺伝子操作により NK 細胞だけを欠損した動物モデルを作成することは

困難である代わりに、抗アシアロ GM1（AAGM1）は NK 細胞除去薬とし

て in vivo で広く使用されてきた。AAGM1 の肝内 NK 細胞除去効果を調

べるために、ラットに AAGM1 を静注し、24 時間後にサクリファイスし

て肝 NPC を分離しフローサイトメトリーで解析した。PBS を静注したコ

ントロール群と比べ、CD11b/c＋NK 細胞は劇的に有意差を持って肝内か

ら除去されたが、CD11b/c－NK 細胞は除去効果が薄く、軽度の減少はあ

ったものの統計学的な有意差はつかなかった。CD161+, CD3+の NKT 細

胞はもともとラット肝内には少ないが、AAGM1 により 3％から 1.3％まで

減少した。 
グラフトの CD11b/c＋成熟 NK 細胞の in vivo での役割を調べるために、

ドナーに AAGM1 前治療を施してから、今までと同様 18 時間 UW 液下グ

ラフト冷保存後に肝移植を行った。アロジェニック肝移植群（Lewis⇒
GFP+SD）においては、AAGM1 ドナー前治療群が PBS 治療コントロール

群に対し、6，24 時間後に ALT 値にして 50～70％の著明なダメージ減少

効果を認めた。シンジェニック肝移植群（SD⇒GFP+SD）でも AAGM1



治療群で有意な ALT 減少効果を認めたものの、効果は 40～50％と限定的

であった。これらの結果より、肝内の CD11b/c＋成熟 NK 細胞はアロジェ

ニック肝グラフトの虚血再灌流障害において重要な役割を果たしていると

推測された。 
移植後 48 時間後の病理組織学的評価により、AAGM1 治療群は PBS コ

ントロール治療群に対し著明な壊死組織範囲の減少を認めた。肝内の

CD11b/c＋成熟 NK 細胞が欠如することで、GFP+宿主由来浸潤細胞の割

合も減少した。特にアロジェニックグラフトでは、AAGM1 治療群の GFP+
宿主由来細胞数がコントロール PBS 治療群と比べ 50％以下にまで低下し

た。さらに、フローサイトメトリーで肝 NPC 内の GFP+宿主由来細胞の

系統分析を行ったところ、アロジェニックグラフトの好中球浸潤の割合が

37％⇒25％と著明に減少していることが分かった。好中球の免疫組織染色

では AAGM1 治療群のアロジェニックグラフトで、PBS コントロール治療

群のアロジェニックグラフトと比較して有意に減少していた。これらの結

果より、肝内成熟 NK 細胞が宿主好中球の動員、浸潤に関連している可能

性が示唆された。 
好中球の動員にはサイトカインやケモカインが重要であるため、次に肝

のサイトカイン、ケモカイン、NK 細胞関連の細胞障害分子の遺伝子発現

を RT-PCR で調べた。肝のサイトカイン（IFN-γ、TNF-α、IL-1β、IL-6、
IL-8）mRNA レベルは AAGM1 治療群でコントロール PBS 治療群と比べ

有意に低かった。細胞障害分子（Perforin、GranzymeB）、NKG2D も有

意な低下を認めた。 
 
【考察と結論】 

本実験では、18 時間冷保存後の肝移植モデルを使用することで、移植後

早期の虚血再灌流障害がアロジェニック移植でシンジェニック移植と比較

し有意に増強されるということが証明された。血清 ALT のピーク値、肝壊

死組織の面積はそれぞれアロジェニックグラフトでシンジェニックグラフ

トに比較し有意に高い値を示した。アロジェニック移植でダメージが増強

したことに関連して、GFP+の宿主由来細胞のより迅速で多量な浸潤を認

め、さらに TNF-α、IL-6、IL-1β と言った炎症性サイトカイン mRNA レ

ベルもより増殖を示した。これらの発見は、自然免疫細胞が移植後肝虚血

再灌流障害の早期相で、内因性危険シグナルだけでなく、アロ抗原をも認

識し、反応している事を示唆した。宿主由来細胞の浸潤が増えた要因は、

主に好中球浸潤が増えた事であった。これらの違いは、肝内にもともと存



在する成熟 NK 細胞が早期に活性化され、グラフトから消失するという事

実と関連性があると考えられ、この現象はシンジェニックグラフトには見

られず、アロジェニックグラフトにのみ認められた。さらに、肝成熟 NK
細胞を除去することでアロジェニックグラフトの移植後ダメージが著明に

軽減され、早期の宿主好中球浸潤も大きく減少した。これらの結果より、

虚血再灌流障害の早期相において、肝内 NK 細胞が自己・非自己の認識を

介し自然免疫反応の開始誘導に重要な役割を果たしているということが示

唆された。アロジェニックグラフトでシンジェニックグラフトよりも好中

球の浸潤が多いという現象は腎臓、心臓移植の研究ですでに確認されてい

る。UW 液 4 時間冷保存後のアロジェニック（F344⇒Lewis）と、シンジ

ェニック（Lewis⇒Lewis）ラット腎移植で、アロジェニックグラフトでよ

り再還流後 24 時間以内の好中球と LFA-1 陽性細胞の浸潤が多かったこと

が報告されている。しかしながら、著者らは早期のグラフト機能、接着因

子の発現、CD68+マクロファージの浸潤に違いを見いだせず、虚血再灌流

障害急性期の炎症反応は免疫学的な背景とは関連性がないと結論付けてい

る。また、マウスの心移植実験で、シンジェニック（B6⇒B6）とアロジ

ェニック（A/J⇒B6）の組み合わせで移植を行い、再還流後 24 時間以内に

アロジェニックグラフトの方が著しい好中球の浸潤、組織へのダメージに

よる壊死を認めたとしている。その他にも、いくつかの研究で再還流後早

期（24 時間以内）のアロジェニックグラフトでのダメージ増強、サイトカ

イン・接着因子の上昇を肝移植、腎移植、心移植モデルの実験で発表がな

されている。しかし、これらの研究はいずれも後の適応免疫反応に焦点を

置いており、早期にみられたアロジェニック、シンジェニックの違いに関

してはさらに追及することなく疑問を残したままとなっている。つまり、

これらの報告は、移植後虚血再灌流障害に対する自然免疫反応がアロジェ

ニックグラフトでシンジェニックグラフトよりも増幅されているという

我々の結果をサポートするものであるが、その詳細なメカニズムはまだ明

らかにされていないということが言える。 
 

好中球は人間の血中にある白血球の中で最も多くを占めており、障害の

ある部位に真っ先に到達する自然免疫細胞の一つである。アロジェニック

グラフトに好中球浸潤が多い理由は、もしかすると好中球によるアロ抗原

直接認識によるものかもしれないが、好中球の即時反応は、一般的に非特

異的で過去の細菌暴露等とも関連がないとされており、やはり他の自然免

疫細胞によるアロ抗原認識が仲介している可能性が高いと考えられる。 



El-Sawy T らは、アロジェニックグラフトでおこる早期の好中球増幅効果

は IFN-γを抑制することで抑えられると言っており、CD4T や NK 細胞で

はなく CD8T 細胞を除去することでその効果が得られるとしている。著者

らは、宿主のメモリーCD8T 細胞がアロジェニックグラフトの内皮細胞に

反応し、IFN-γを産生することで内皮細胞を刺激し IFN-γ依存性のケモ

カイン（Mig/CXCL9）を発現させて好中球を呼び寄せると結論付けている。

それに対し、本実験では、アロジェニックグラフトとシンジェニックグラ

フトで早期の NK 細胞の反応に大きな違いを認め、NK 細胞の活性型受容

体である NKG2D の mRNA レベルはアロジェニックグラフトで高値を示

した。さらに、NK 細胞を除去することでアロジェニックグラフトの早期

好中球浸潤が大幅に減少した。NK 細胞は肝内に存在する白血球の重要な

役割を占めており、我々の結果は肝虚血再灌流障害に NK 細胞が非常に重

要な役割を持っており、シンジェニックグラフトでもその効果は認めたが、

アロジェニックグラフトでより顕著な役割を持っていることが示唆された。 
NK 細胞には、その表現型と機能によっていくつかのサブセットがある。

人間では、CD56 dim の NK 細胞は主に末梢（脾臓、血液）に存在し、細

胞障害性を持ち、パーフォリン表出し IFN-γを産生する役割を持つ。また

CD56 bright の NK 細胞は、パーフォリンを持たず未熟なタイプとされて

いる。マウスにおいては、NK 細胞のサブセットは CD11b の発現により定

義されている。CD11b low のサブセットは骨髄やリンパ節に存在し、パー

フォリンの発現が少なく、人間の CD56 bright の NK 細胞に相当する。一

方で CD11b＋NK 細胞はより成熟したサブセットで、細胞殺傷能力が高く、

様々な刺激により IFN-γを産生する特徴を持つ。本研究では、肝内に脾臓

や血中と比べ著しく多い割合の成熟した CD11b/c＋NK 細胞を確認した。

肝内の NK 細胞は腫瘍細胞に対し高い殺傷能力を持ち、より多くの顆粒を

内包し、より TRAIL、パーフォリン、グランザイム B を高く発現すると

して知られており、IL-2 で刺激した脾臓の NK 細胞と似た性質を持つ。 
本実験では、シンジェニックグラフトでは変化がなかったのに対し、アロ

ジェニックグラフトから肝内の CD11b/c＋NK 細胞は速やかに消失した。

また、CD11b/c－NK 細胞の関してはどちらもあまり差はなかった。さら

に、AAGM1 は肝内で CD11b/c＋NK 細胞を選択的に除去し、AAGM1 治

療群では著明に虚血再灌流障害が減少し、好中球の浸潤はアロジェニック

グラフトでシンジェニックグラフトより顕著に減少を認めた。 
活性化した NK 細胞はアポトーシスによる細胞死を迎えるが、活性化が引

き金となる NK 細胞の死は強力な細胞溶解活性と炎症性サイトカインの産



生を引き起こす。実際、CD11b＋や CD56 dim の成熟した NK 細胞は細胞

死に至りやすい。NK 活性型受容体である KIR や CLIR と sHLA が結合す

ることで FasL を産生し NK 細胞の表面の Fas と結合して NK 細胞のアポ

トーシスを誘導し IFN-γを産生する。活性型好中球により生成された

ROS は CD56 dim の NK 細胞は殺傷できるが CD56 bright の NK 細胞は

できない。NK 細胞の活性は細胞内の顆粒より細胞質にグランザイム B が

出ることと関連し、それにより活性化が引き金となる細胞死が起こる。こ

の故に、肝虚血再灌流障害時にターゲット細胞（アロジェニック細胞）に

より NK 細胞の活性化が起こり、細胞死するという事が関連している可能

性があると考える。近年 NK 細胞の抑制性、促進性受容体が発見され、ま

た HLA class I が NK 細胞の重要なリガンドであることが発見されてから、

アログラフトの拒絶と免疫寛容の誘導における NK 細胞の役割は重点的に

研究が進められている。しかし、NK 細胞の虚血再灌流障害における役割

はほとんどされていない。マウスの腎温阻血モデルにおいては、NK 細胞

がパーフォリン依存性の機序で尿細管上皮細胞を壊死させるという事が証

明されている。本研究は、アロジェニック、シンジェニック移植における

NK 細胞の肝虚血再灌流障害に対する関連を調べた最初の実験である。 
 


