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論 文 内 容 の 要 旨 

 

【背景・目的】肝線維化は B 型・C 型などの肝炎ウイルス，アルコール，薬剤，自己免疫性疾患，

代謝性疾患などによる慢性肝障害に対する創傷治癒過程の結果生じると考えられている。肝線維化

の結果，肝不全による肝予備能の低下および肝発癌リスクの上昇が起こる。従って，肝線維化を制

御することは，肝硬変や肝細胞癌などの致命的な疾患を制御することに繋がる。肝線維化過程にお

いては，炎症性細胞により産生される炎症性サイトカイン刺激による肝星細胞 (HSC) の活性化が

関与している。一方，必須アミノ酸 であるトリプトファンの律速分解酵素であるインドールアミン

酸素添加酵素 (IDO) は炎症性細胞を抑制する働きを持つことが知られており，IDO が肝線維化に

関与している可能性が考えられる。今回，四塩化炭素 (CCl4) 投与によりマウス肝線維化モデルを

作製し，肝線維化に対する IDO の役割について IDO ノックアウト (KO) マウスを用いて検討した。 

 

 

【方法】はじめに CCl4投与による IDO の発現と活性化を確認するために，CCl4単回投与後の肝内

IDO の mRNA の発現をリアルタイム PCR により，また IDO の代謝基質であるトリプトファンの

肝内濃度を HPLC 法により確認した。CCl4単回投与後の肝障害を評価するために，血清 ALT 値を

測定し，肝組織の HE 染色を行った。つぎに野生型（WT）マウスと IDOKO マウスに，CCl4を 6

週間腹腔内投与することで，肝線維化モデルを作製した。モデル作成後に肝臓を採取し，肝の組織

学的検討 (Azan 染色・Sirius Red 染色)，肝内 Total collagen 定量，HSC活性化の検討 (肝組織の

α-SMA 染色) を行った。また CCl4投与後の肝内の IDO や炎症性サイトカインなどの mRNA の発

現を，リアルタイム RT-PCR法にて検討した。 

 

 

【結果】CCl4単回投与により WT マウスにおいて肝内 IDO の mRNA 発現が増強され，また肝内ト

リプトファン濃度が低下しており IDO 活性の増強が示唆された。磁気ビーズを用いて各種細胞を単

離し，それぞれの IDO 発現を検討したところ，CD11b-CD11c+細胞 (主に樹状細胞) が CCl4投与

後に IDO を発現している事が確認された。また CCl4単回投与後の血清 ALT 値は WT マウスと比

較して IDOKO マウスで高値を示し，肝組織の HE 染色では WT と比較して IDOKO マウスで肝内

門脈域へのリンパ球浸潤がより強く見られた。従って，CCl4単回投与による肝炎は，WT マウスと



  

比較して IDOKO マウスにおいて増悪していることが確認された。つぎに CCl4複数回投与による肝

線維化モデル肝組織の Azan 染色・Sirius Red 染色では，IDOKO マウスは WT マウスと比較して

肝線維化領域が増大し，また肝線維化の構成成分である Total collagen も肝内で増加していた。肝

線維化成分である細胞外マトリックスを産生する HSC の活性化の評価を行うために肝組織の抗

α-SMA 抗体を用いた免疫組織染色を行ったところ，IDOKO マウスでは WT マウスと比較して活性

化 HSC数は増加した。CCl4単回投与後の HSC を活性化させる炎症性サイトカイン (TNF-α)およ

び肝線維化に関与するサイトカイン (PDGF-β) の発現は，IDOKO マウスにて，WT マウスと比較

して増加していた。また TNF-α産生細胞であるマクロファージ (Kupffer 細胞) の走化因子である

chemokine (C-C motif ligand 2) の発現は，WT マウスと比較して IDOKO マウスで増加傾向を認

めた。さらに CCl4 単回投与後の肝内リンパ球のフローサイトメトリー解析では，マクロファージ 

(CD11b+F4/80+細胞) の細胞数 がWTマウスと比較して IDOKOマウスで増加していた。さらに，

WT マウスに L-トリプトファンを投与した状態で，CCl4 複数回投与を行い，肝線維化モデルを作

成したところ，未投与と比較して L-トリプトファンを投与したマウスで肝線維化が増悪した。 

 

 

【考察】本研究において，IDOKO マウスは WT マウスと比較して，CCl4投与による肝線維化が増

悪することが確認された。CCl4投与後，WT マウスの肝内 CD11b-CD11c+細胞 (主に樹状細胞) の

IDO 発現が増強され，トリプトファン枯渇が起こり，リンパ球などの炎症性細胞の肝内浸潤が抑制

される事で，CCl4による過剰な肝障害を抑制していると考えられる。IDOKO マウスではこの IDO

発現が抑制されるために免疫抑制がかからず，肝内へのマクロファージ・リンパ球の浸潤が促進さ

れ，CD11b+F4/80+細胞 (Kupffer 細胞) から産生される TNF-α などの炎症性サイトカインが増加

したと推測される。その結果 HSCが活性化し，肝線維化が悪化したと考えられる。 

 

【結論】肝線維化過程において，IDO が欠損すると，マクロファージによる TNF-α産生が増強し，

HSC の活性化を促進することで肝線維化が増悪することが示唆された。従って，IDO の発現の制

御は，肝線維化進展に対する新しい治療法の開発につながる可能性があると考えられる。 

 

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

申請者 小木曽英介は，肝線維化マウスモデルを用いてインドールアミン酸素添加酵素（IDO）の

役割について検討し，IDO の活性が，阻害されると肝線維化の進展が増強することを見出した。ま

た，その機序として，IDO の阻害が肝内免疫担当細胞の活性化を誘導し，肝星細胞のコラーゲン産

生が増加され，その結果肝線維化がより進展することを明らかにした。本研究は，肝線維化の制御

および治療につながる知見を与えるものであり，肝臓病学の進歩に少なからず寄与するものと認め

る。 
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