
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

ラットにおける総膵肝管結紮およ
び膵管内圧上昇 model における膵
腺房細胞の変化および ONO3307 の
保護効果について

平野, 鉄也; 真辺, 忠夫; 四元, 文明; 安東, 勝宏; 戸部,
隆吉

平野, 鉄也 ...[et al]. ラットにおける総膵肝管結紮および膵管内圧上昇 model における膵
腺房細胞の変化および ONO3307 の保護効果について. 日本外科宝函 1991, 60(5): 342-353

1991-09-01

http://hdl.handle.net/2433/203807



Arch Jpn Chir 60(5), 342～353, Sept., 1991 

ラットにおける総醇肝管結禁および醇管内圧上昇 model

における醇腺房細胞の変化および ON03307

の保護効果につレて

京都大学医学部外科学教室第 1講座

平野鉄也，真辺忠夫，四元文明，安東勝宏，戸部隆吉

〔原稿受付．平成3年 6月28日〕

Changes of Acinar Cells in the Pancreatobiliary Duct Ligation with 

Exocrine Pancreatic Stimulation Model in Rats; Protective Effects 

of a New Potent Protease Inhibitor, ON03307 

TETSUYA HIRANO, TADAO恥ifANABEFuMIAKI YoTSUMOTO, 

KATSUHIRO ANDO, and TAKAYOSH! ToBE 

First Department of Surgery, Faculty of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan 

To evaluate the changes of pancreatic acinar cells in the pancreatic duct obstructed animals as well as 

the protective effects of a new potent protease inhibitor, ON03307, we measured the serum amylase 

levels, pancreatic water content, histological changes, lysosomal fragility in in-vitro incubation, cathep-

sin B distribution in acinar cells, and cathepsin Band amylase output into pancreatic juice after short-term-

ed (3 hrs) pancreatic duct obstruction with caerulein (0.2 μg/kg ・ hr) infusion in rats. 

Serum amylase levels, pancreatic water content, and lysosomal fragility in duct obstructed with 

caerulein infused animals were significantly increased compared with the control groups, and remarkable 

shift of cathepsin B from lysosomal fraction to zymogen fraction was observed in this group. These 

changes tended to continue 24 hours after removal of duct obstruction. But with infusion of ON03307, 

these changes observed in duct-obstructed with caerulein infusion groups were significantly, almost com-

pletely attenuated. 

These results indicate the intimate relationship between the pathogenesis of acute pancreatitis and 

lysosomes and some known proteases which are inhibited by ONO 3307 and suggest th巴usefulnessof such 

a kind of protease inhibitor in the treatment of acute pancreatitis. 

和文要旨； l捧胆管結主主時での醇腺房細胞の変化と新し 価する目的にて，ラ ザトにおいて 3時間の総勝胆管

いproteaseinhibitorである ON03307の保護効果を評 (PBD）結殺と同時に 0.2μg/kg ・ hrのcaerulein投与を

Key words: Acute pancreatitis, Lysosome, Cathepsin B, ON03307, Pancreatico-biliary duct ligation. 
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行ない，隣水分量，組織学的変化， in-vitro での in-

cubationでの lysosomeの脆弱性，解腺房細胞内での

cathepsin B活性の分布，および醇液中への cathepsin

B と amylase分泌量を経時的に検討した. 3時間の

PBD結繋・ caerulein刺激にて，血清 amylase値，降

水分量， lysosome脆弱性は control群に比べ有意に上

昇し，醇腺房細胞内では， cathepsin B 活性が

lysosome 分画より zymogen 分画への移動・再分布

(redistribution）が観察され，これらの変化は PBD結

数解除後も24時間持続する傾向を示した．しかし，

ON03307 (5 mg/kg • hr）の投与により，これらのすべ

ての変化は有意に抑制され，捧腺房細胞への保護効果

を示した．

これらの結果は，目撃炎の病因論における lysosome

酵素の重要性とともに， ON03307により阻害されう

る何らかの proteaseの解胆管結紫modelにおける重要

な役割を示唆させるとともに胆石性急性解炎等の治療

における proteaseinhibitorの有用性をも示唆させた．

目 的

急性降炎の病因論としての胆石症，特に総胆管結石

の重要性は以前より指摘されており 1,4,11），日常臨床上

においても，総胆管結石症に伴う高アミラーゼ血症等，

醇機能障害はよく経験されるところである．このよう

に胆石症と弊障害については密接な関連があり，特に

総胆管結石症に類似した動物 model での降腺房細胞

の変化を観察することは重要な意義があると考えられ

る 今回，この総胆管結石症 model として，ラザト

において総隣胆管結否定 model を作製し，同時に捧管

内圧上昇状態をも併せて作製し，勝腺房細胞の変化を

種々のパラメーターより検討した．

また， E率炎起因物質として，従来より牌管系での活

性化醇酵素等が考えられているが， lysosomalenzyme 

である cathepsinBは trypsinogenを活性化し得るとも

言われ3,5），事実，ラットにおける caerulein誘起性醇

炎においては，勝腺房内での lysosomalenzymeであ

る cathepsin B と醇酵素の colocalization が報告さ

れ則的，解炎の発症における lysosome の重要性が示

唆されている 16,17）.他方，最近，ラットにおいて拝外

分泌刺激ホルモンである caerulein投与により， E率液
中へ cathepsinBが分w、されることも半1明しており 6,7)

cathepsin B はE率炎の病態生理において，目撃腺房内お

よび勝管腔系にて，何らかの役割を果たしているもの

と思われ，勝液中でのこの酵素の動態を観察すること

も意義があることと思われた．さらに，最近，新しい

合成 proteaseinhibitorである ON03307が合成され，

trypsin, phospholipase等に対し強力な抑制効果がある

ことも判明しており 9），このラノトにおける総捧胆管

結数 modelにて， ON03307の醇腺房細胞に対する保

護効果も観察したのでその結果を併せて報告する

材 料 と 方 法

I.手術操作；この実験には78匹の雄性 Wistar系ラ

ット（体重； 350～380g) （静岡実験動物）を使用し

た．動物はすべて，明暗サイクル（明： 5・： 00ー17・： 00),

および温湿度（20±3°C）の調節された動物実験施設に

て飼育し，水分と食餌（PurinaRodent Chow, Purina 

Mills, St. Louis, Mo, USA）を自由に接取させ，実験ま

で最低 1週間は動物実験施設にて飼育を行なった ま

た，実験前には16時間の絶食期間をもうけ，実験は午

前9:00-10: 00の間に行なった．これらのラ、γ トを以下

の 4groupに分けた．

〈工総弊胆管（PBD）結数＋外分泌刺激（CER)group; 

21匹のラットに pento barbitalの腹腔内投与（25mg/kg) 

麻酔下．まず静脈ラインの作製の目的にて，右側外頚

静脈への catheterization(V-3 catheter; lnsul Tab, Inc. 

Woburn, M.A., USA）を施行後，開腹し， PBDの十

二指腸合流直上にて金属 clipにて PBDを結紫した．

結紫前に血液を上記 catheterより0.5ml採取し，血清

amylase 値の測定をした．結鋲直後より，静脈

catheterより拝外分泌刺激の目的にて cholecystokinin

の analogueである caerulein(Sigma Chemicals, St. 

Louis, MO, USA）を 0.2μg/kg ・ hrの濃度にて infu-

sion pump (Harvard Apparatus, South Natick, MA, 

USA）を用いて 3時間持続静注した．この間，ラット

には基礎輸液としてへパリン加（30IU/ml）生理食塩

水を 0.58ml/hrの速度にて静注した. 3時間の PBD

結禁＋外分泌刺激直後に全てのラットについて，金属

clipを除去し閉塞を解除し，そのうち 7匹については

血清amylase値の摂u定用に血液0.5mlを採取後，その

場にて PElOにて胆汁外痩を作製後， PBDの十二指腸

関口直上にて PBD に catheterization (PESO, Clay 

Adams, Parsippany, NJ, USA）を施行し， 20分の安定

化後 1時間にわたり弊液を水冷 pre-weighedeppendorf 

tube 中に採取し，勝液量の測定とともに， lysosomal

enzymeである cathepsinBおよび勝酵素の amylase活

性を測定した．勝液の採取後， pento barbitalの大量投

与にてラットを屠殺し，素早く醇を摘出しごく少量
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の解組織を phosphate-buffered10% neutral formalin中

にて固定し， H-E 染色による組織学的検索用とし，

さらに少量の隣組織をデシケーターにて（Isotemp⑮，

Fisher Scien t凶c,Fair Lawn, NJ, USA) 150°C, 48時間

乾燥させ dryweightを測定し，乾燥前の wetweightと

比較することにより pancreaticwater contentを算出し

た．残りの大部分の枠組織について，約半量を 5mM

MOPS (3-(N-morpholino)propanesulfonic acid), 1 mM  

MgS04を含有する氷冷 sucrose(250 mM) buffer (pH 

6.5) 6 ml中にて Dounceの homogenizer(Wheatson, 

Millville, NJ, USA）を使用して homogenate とし，

150×g (4°C, 10分）の低速遠沈にてまず， unbroken

cellや debrisを除去後，その上清について， Tartako圧

とJamiesonの原法18）に Salujaらの modification14）を

加えた方法にて，細胞分画法を施行した．つまり，ま

ず 1300×g(4°C, 15分）の遠沈にて， zymogen分画

を得，この上清についてさらに， 12000×g(4°C, 12 

分）の遠沈を加え， lysosome 分画を得た．この最後

の上清は microsomalおよび solublefr actionと考えら

れ，これらすべての分画について lysosomal enzyme 

である cathepsinB活性を測定し，全体量の%として

表わし， cathepsinBの勝腺房内での分布の indexとし

た さらに妓りの半量の隣腺房内での分布の indexと

した．さらに残りの半量の弊組織について，同様の細

胞分画法を施行し， lysosome 分画を得，この分画を

25。Cの室温下， MOPS bu仔er中にて30分間隔にて120

分まで incubation を行ない，各時期について再び

12000×g (4°C, 12分）の＆ttを施行し，その上清中

の cathepsinB活性を測定し（solubleactivity），全体量

の%として（%oftotal）表わし， lysosomeのin-vivoin-

cubationでの脆弱性の indexとした．このグループの

他の14匹のラットについては 3時間の PBD 結鋲

+CER 刺激後，一旦開腹し，術後は，へパリン加生

理食塩水を 0.21ml/hr tこて持続静注し，絶食とし水分

のみを自由に接取させ，術後12時間目に 7匹， 24時間

自に 7匹のラットに pentobarbital の麻酔下，再開腹

し向様の protocolを施行した．

②総醇胆管（PBD）結主主＋外分泌刺激（CER)+

ON03307 group ; 24匹のラソトについて， PBD結数

+CER 刺激群と同様の操作を加え，さらに

ON03307をPBD結数中に 5mg/kg・ hrとなるように

3時間持続静注し，結然解除直後に8匹， 12時間自に

18匹， 24時間目に 8匹，同様の protocolを施行した．

③総勝胆管（PBD）結主主 group ; 8匹のラットについ

て，同様に静脈ラインの作製，開腹下， PBD の結殺

のみを施行し，結紫解除直後， 12時間目， 24時間自に

それぞれ6匹づっ同様の protocolを施行した．

J単開腹 group; 15匹のラヴトについては，同様の

静脈ライン作製後，単開腹のみを施行し， PBDのgen

tle manipulation直後， 12時間目， 24時間目にそれぞ

れ5匹づっ同様の protocolを施行した．

尚，すべての動物について，手術操作中は，

he a ti時 pad(American Medical Systems, Cincinnati, 

OH, USA）および overheadlampにて保温に努め，開

腹創は金属 clipにて閉塞し，必要なら pento barbital 

(10 mg/kg）の静脈内投与を施行した．

IT . Assay ; Amylase活性は solublestarch (Fisher Scien-

tific）を基質として Bernfeldの方法2）にて測定し， 1 

単位（U）の amylase活性は 30°Cにて基質より 1分間

に 1mgのmaltoseを作製し得る活性値とした．また，

lysosomal enzymeである cathepsinB 活性は CBZ-

arginyl-arginineやnaphthylamide(Bachem Bioscience, 

Inc., Philadelphia PA, USA）を基質とする McDonald

と Ellis の方法10）にて測定した． 1単位の（U）の

cathepsin B 活性は基質より 1分毎に 1ng の J

naphthylamine (Sigma Chemical）を作製し得る活性と

しTこ

解の組織学的検索にほ， interstitial edema, inflam 

matory cell infiltrationと acinarcell vacuolizationの3

点について， 0（変化なし）～ 4十（最大変化）の間で，

binded observerにより gradingを行なった．

III. 統計学的処理；この実験での結果はすべて

mean±SEMにて表わし，統計学的検索には ANOVA

およびTukeyの方法を用い p<0.05以下をもって有意

差ありと判定した．

結 果

①血清 amylase値； 3時間の総隣胆管（PBD）結紫およ

び caerulein刺激により，血清 amylase値は急速に

上昇し（42±4U/ml VS. 前値： 6±1U/ml），結数

解除後には12時間目には 18土3U/ml. 24時間目に

は 10±2U/mlと徐々に結殺前の前値に復する傾向

を示すが，単結事与群や結主主＋ONO群に比べその回

復度は緩除であったー PBD 単結主主群にしても血清

amylase値は急速な上昇（25±3U/ml）を見せた（前

値 7±1 U/ml）が，結葉＋caerulein群に比べると

その上昇の程度は低く， 24時間目にはほぼ正常値に

回復するのが観察された．一方， PBD 結紫
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U/ml 

-0ー PBDligation + CER group ( n ~ 7) 
一・P PBD ligation + CER + ONO group ( n ~ 8) 
ーか PBD ligation group (n ~ 6) 
--0- Laparotomy group (n = 5) 

* : P < 0.01 vs. PBD ligation + CER group. 

.; 40 
P < 0.05 vs. PBD ligation+ CER +ONO group 
and P < 0.01 vs. laparotomy group 

** . P < 0.01 vs. PBD ligation + CER group. 
令~

五詰二 30 
P < 0 0 5 vs PBD ligation group 
and Pく 0.02vs.laparotomy group 

団＠ 師

+ : P < 0.05 vs PBD ligation + CER group 

-++ : P < 0.01 vs. PBD llgat1on + CER group. 

〉E咽 20 
P < 0.02 vs. PBD ligation group 

E 

3コ 10 

Before 3 hrs 
PBD after 
ligation PBD ligation 

12 hrs 
after removal 
of PBD ligation 

24 hrs 
after removal 
of PBD ligation 

Fig. 1 Protective effects of ON03307 on the changes in serum amylase levels induced by pancreatico-biliarγduct 

(PBD) ligation with caeru叫ileininfu 

PBD ligat. +CER +ONO group (n=8），一ム一； PBDligat. group (n=6），一口一； laparotomygroup (n=S), 
*: p<0.02 vs. PBD ligat.十CERgroup, p<0.05 vs. PBD ligat. +CER +ONO group, and p<0.01 vs. 

laparotomy group，糾 p<0.01vs. PBD ligat. +CER group, p<0.05 vs. PBD ligat. group, and p<0.02 vs. 

laparotomy group,+; p<0.05 vs. PBD ligat.+CER group,++; p<0.01 vs. PBD ligat.+CE group, and 

p<0.02 vs. PBD ligat. group) 

Table 1 Protective effects ofON03307 on the changes in the pancreatic water content induced by pancreatico-bihary 

duct (PBD) ligation plus caerulein infusion in rats. 

Pancreatic water content ( % ) 

Group n 包胎safter PBD 12 hrs after 124 hrs after 

~~parotomy emoval of PBD emoval of PBD 

ligation [igation 

lPBD ligation + CER 7 89±3 82±3 79±3 

lPBD ligation + CER + ONO 8 78±2* 76±2 75±2 

IPBD ligation 6 86±2 79士3 76±2 

baparotomy 5 75±2* 76±2 74士2

*:pく0.05vs PBD ligation + CER group and PBD ligation group 

PBD liagation + CER: Pancreaticoゐiliaryduct ligation wi血caerulein(0.2 μ g/kg ・hr) 

infusion (3hrs) group 

PBD ligation + CER + ONO: pancreatico biliary duct ligation with caerulein infusion plus 

ONO 3307 (5 mg/kg・ hr) infusion group 
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+CER+ONO群では血清 amylase値の上昇がごく 動は観察されなかった．

軽度（15土2U/ml）であり（前値： 5±1U/ml），す ②秤水分量， PBD結事長群において， caerulein刺激群

でに12時間目にはほぼ正常に復する傾向を見せた が3時間目に89±3%と最も上昇し，単PBD結繋群

(Fig. 1）.単開腹群では，血清amylase値の大きな変 も86±2%と次いで上昇を見せ，ともに ONO群単

Table 2 Protective effects of ON03307 on the histological changes induced by pancratico-biliary duct ligation with 

caerulein mfusion m rats 

Acinar cell vacuolization 

Group n 13hrs after PBD l 2hrs after removal of ri4 hrs after removal 

nigation IPBD ligation わfPBD ligation 

z-3) 
巴＋

Kn) 
1 + 

1"'2) 
~BD lig. +CER 7 3+ (2.6土0.2] (1.9土0.3] (1.3士0.2]

OL.) b 
() 

ド0-1)b p σI) 
IPBD lig. +CER +ONO 8 p (0.4土0.3] (0.3土0.2] (0.3±0.2] 

σ"2) c 。Wl)b p σI) 
PBD lig. 6 1+ [1.2±0.3] (0.4土0.2] (0.2±0.2] 

0) e 。KO) b p 0) 
~aparotomy 5 p [0] [0] [O] 

Interstitial ed巴ma

Group !3hrs after PBD 12hrs after removal of ri4 hrs after removal 
pigation IPBD ligation pf PBD ligation 

7 μ＋ 
ドH)

12 + 
2"'3) 

1 + IPBD lig. +CER (3.7±0.2] [2.3土0.2]

PBD lig. +CER +ONO 8 1+ 
KIL.) 

1 + 
OL.) 。KITT) 

[1.3 ± 1.2] [0.6土0.3] [0.3±0.2] 

6 t2 + 
n) 

1 + 
OL.) p ドの）

IPBD lig. (2.3±0.3] [l.0±0.3] [0.3土0.2]

5 0 
0) 

() 
(0) p 0) 

~aparotomy [0] [0] [0] 

Inflammatory cell infiltration 

Group n 13hrs after PBD 12hrs after r巴movalof 』24hrs after removal 
igation IPBD ligation わfPBD ligation 

IPBD lig. +CER 7 t2+ 
z-3) 

t2 + 
Kn) 

1 + 
1"'2) 

(2.3士0.2] [1.7土0.3] [1.3土0.2]

IPBD lig. +CER +ONO 8 p KOL.) b 。附！）c p 
o-1) b 

[0.4±0.3] [0.3土0.2] (0.1土0.1]

IPBD lig. 6 1+ 
Kσ"2) c 

1 + 
間） p fr~~）土c0.2] (1.2土0.3] [0.8土0.4]

laparotomy 5 p ド0）巴
わ

0) b 。0) c 
[0] [0] [0] 

a:pく0.Qlvs PBD lig. +CER and p<0.05 vs PBD Jig, b: pくO.Ot2vs PBDL Jig. +CER 

c:pく0.05vs PBD lig. +CER, d・: p<0.01 vs PBD Jig. +CER, pく0.02vs PBD Jig., PBD 

Jig. +CER +FOY, e: p<0.01 vs PBD Jig. +CER, pく0.05vs PBD Jig. 
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に最も強い変化を示し，単 PBD結繋群においても

軽度の変化が観察されたが，ONO投与群において

は，これら 3者の変化を最小限にまで阻止するのが

観察された．また， PBD結染＋caerulein投与群に

おいては結主主解除後24時間目においても軽度の組織

学的変化が認められたが， PBD単結紫群， ONO投

与群においてはこれらの変化はほぼ消失した（Tab.

2). 

④隣腺房細胞内での

ラットにおける総隣肝管結紫および勝管内圧上昇 modelにおける勝腺房細胞の変化および ON03307

開腹群に比べ有意に高値をとったが，結主主解除後12

時間自には， caerulein 刺激，単 PBD 結紫群が

ONO群，単開腹群に比べ尚，高値を示す傾向があ

るものの， 24時間自には，ほぼ単開腹群と同様の値

まで回復するのが見られた（Tab.1）・

③組織学的変化，組織学的には，血清 amylase値，降

水分量の変化と合致するように， PBD 結主主

+caerulein 刺激群が ir山 rstitialedema, inflammatory 

cell infiltration, acinar cell vacuolizationの3者とも の分布； 3時間の
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Fig. 2 
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Table 3 Effects of ON03307 on the changes in pancreatic juice volume induced by pancreatico-biliary duct ligation 

with caerulein infusion in rats. 

Pancreatic juice volume (mQ kg・m) 

Group n 
3 hrs after PBD 

12 hrs after 24 hrs after 

巴movalofPBD emoval of PBD 
igation 

~igation ligation 

IPBD ligation + CER 7 0.12土0.04+ 0.36±0.04 0.26±0.03 

IPBD ligation + CER +ONO 8 0.39±0.06* 0.31±0.05 0.24±0.04 

IPBD ligation 6 0.32±0.04 0.28土0.04 0.23土0.02

laparotomy 5 0.24士0.03* 0.25±0.02** 0.27土0.03

*: p<0.01 vs PBD ligation+ CER, pく0.05vs laparotomy group 

**:pく0.05vs PBD ligation + CER group 

+: pく0.05vs laparotomy group, pく0.02vs PBD ligation group, and pく0.01

vs PBD ligation +CER +ONO 

PBD結然＋caerulein刺激により， lysosomalenzyme 

である cathepsinBは本来の lysosomalfraction (12 

KP) (32±3%）より思い zymogenfraction (1.3 kp 

(46土3%）へ再分布しているのが観察された（Fig.

2a). 3時間の PBD単結紫のみにでも軽度ではある

がこの傾向が観察された（1.3kp; 36±2%, 12 kp; 

40±4%). ONO投与群におし、ては， zymogen企ac-

ti onが26±2%,lysosomal fraction (12 kp）が54±3%

と，単開腹群（1.3kp; 24±2%, 12 kp; 56土3%）とほ

ぼ同様の値を示し， ONO投与により，この cathep-

sin B の再分布はほぼ完全に抑制されることが判明

した．この cathepsinBの再分布は， biochemicalに

は，豚酵素と lysosomalenzymeの colocalizationを

意味するものと考えられ，解腺房細胞内での醇酵素

の活性化の危険性を内在しているものと考えられた

PBD 結数解除後12時間自には， PBD 結数

+caerulein刺激群， PBD単結殺群も，まだ軽度の

cathepsin Bの再分布を示したものの（Fig.2b ), 24時

間目には，ほぼ消失する傾向を示し，血清 amylase

値，弊水分量，組織学的変化とほぼ合致する変動を

示した．

⑤解液中 cathepsinB，および amylaseoutput ; 3時間

の PBD結紫＋caerulein刺激により，勝液の排出量

は，単開腹群を含め他の群に比べ有意に減少し，解

障害を示しているものと思われるが， PBD 単結禁

群， PBD結数＋caerulein十ONO群では逆に，単開

腹群に比べ，排出量が増加するのが観察された．

PBD結主主解除後には， 12時間目には，逆に PBD結

数十caerulein 群の方が単開腹群に比べ，解液排出

量が有意に増加し，醇組織障害からの回復を示し

24時間後には， 4群ともほぼ同様の値を示した

(Tab. 3). 

3時間の PBD結繋＋caerulein刺激群では，醇液

中の cathepsinB outputが 4±1U/kg・hrとなり，

単開腹群（9±1U/kg・hr), PBD単結主主群（12±2

U/kg ・ hr）に比べ有意に減少し，拝液排出量と同様

の変化を示したが，逆に， PBD 結 数

+caerulein十ONO群では 23±3U/kg・hrとなり，

他の 3群と比べ有意に高値を示した（Fig.3a）ー

この傾向はPBD結禁解除後12時間目まで持続し，

PBD結紫＋caerulein + 0 N 0群の cathepsinB output 

が 21±2 U/kg ・hrとなり，他の 3群に比べ有意に

高値を示したが， PBD結繋＋caerulein群も， PBD

結繋解除後12時間目には 13±2U/kg ・hrとなり，

単開腹群（10±2U/kg ・hr), PBD単結穀群（11±2

U/kg ・ hr）とほぼ同様の値を示した（Fig.3b）・ PBD

結主主後24時間自には， 4群ともほぼ同様の値を示し

た（Fig.3c）・
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(c) 

Effects of ON03307 on the changes in amylase output into pancreatic juice induced by pancreatico-biliary 

duct (PbD) ligation and caerulein (CER) infusion in rats. 

(a) 3 hrs a仕erPBD ligation, (b) 12 hrs after removal of PBD ligation, (c) 24 hrs after removal of PBD ligation 

(The symbols and the number of each group are the same as in Fig. 2. 勺p<0.01vs. PBD ligation+CER 

group,**; p<0.02 vs. PBD ligation+CER group,***; p<0.05 vs. PBD ligation+CER group.) 

(b) (a) 

Fig. 4 

+caerulein +ONO 群にては， amylase output が

3749±337 U/kg ・hrを示し，単開腹群， PBD群結

数群に比べ有意の増加を示した（Fig.4a). 

PBD 結紫解除後12時間目には， PBD 結数

+caerulein群も amylaseoutputは 1725土229U/kg 

amylase outputについても， 3時間の PBD結主主

+caerulein群では， 782±131U/kg・おとなり，単

開腹群（1481土252U/kg • hr), PBD 単結繋群

(1926±282 U/kg ・hr）に比べ有意に減少し，目撃外分

泌機能障害を示唆したが，逆に PBD 結繋
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hrとPBD単結紫群（2016±189 U/kg ・hr），単開

腹群（1526±166 U/kg ・ hr）とほぼ同様の値を示し，

勝外分泌系の回復を示したが， PBD 結主主

+ caerulein +ONO群は， 3457土308U/kg ・hrとな

Table 4 E百ectsof ON03307 on the changes in lysosomal fragility induced by pancreatico-biliary duct obstruction 

with caerulem infusion m rat in in-vivo in cubation 

(a)3 hrs after OBD ligation 

Soluble cathepsin B activity (% of total) 

Group n Incubation time (m凶）

一
30 60 90 120 

PBD lig. +CER 7 1 1士2 23±2 39土3 58±4 

IPBD lig. +CER +ONO 8 7士2 13±2a 23土2b 34土2c

PBD lig. 6 10±2 20±2 34±3 47士3

~aparotomy 5 6±1 11±2b 18±2d 31±3c 

(b) 12 hrs after removal of PBD ligation 

Soluble cathepsin B activity (% of total) 

Group n Incubation time (min) 

30 60 90 120 

IPBD lig. +CER 7 9士2 17±2 35±3 48土4

IPBD lig. +CER +ONO 8 6士1 14士2 22士2a 34土3a

IPBD lig. 6 6±1 12±2 19士2a 32±2a 

~aparotomy 5 8土2 14±2 21±2a 35±3a 

(c) 24 hrs after removal of PBD ligation 

Solubl巴cathepsinB activity (% of total) 

Group n Incubation time (min) 

30 60 90 120 

IPBD lig. +CER 7 8±2 17±3 25±3 41±4 

IPBD lig. +CER +ONO 8 7土l 15±2 23土2 37±3 

IPBD lig. 6 6±1 14±2 21士2 35±2 

~aparotomy 5 7±2 13±2 19±2 33±4 

a:pく0.05vs PBD lig. +CER, b: p<0.05 vs P~DL lig. +CER and PBD hg., 
c: p<0.01 vs PBD lig. +CER and PBD lig., d・ p<0.02 vs PBD lig. +CER and PBD lig. 
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り，他の 3群に比べ有意に高値を示した（Fig.4b). 

PBD 結紫解除後24時間自には，これら 4群はほぼ

同様の値を示し，有意差は見られなかった（Fig.4c）・

⑤In-vitro inc山 ationでの lysosomalfragility ; 3時間

の PBD単結紫および PBD結数十caerulein刺激に

て in-vitroincubation lysosomeの脆弱性は単開腹群

に比べ特に60分以降の incubationtimeにて充進し

ているのが観察されたが， PBD 結穀

+caerulein +ONO群はこれらの lysosomalfragility 

の充進を有意に阻止するのが観察された（Tab.4a). 

PBD 結紫解除後12時間にても ，PBD 結禁

+caerulein群は90分以降の incubationtimeにて，

まだ， lysosomalfragilityの有意の冗進が他の 3群に

比べ観察されたが（Tab.4b), PBD結染解除後24時

間自にはもはや， 4群の聞に lysosomalfragilityの

差は観察されなかった（Tab.4c）・

考 察

胆石性隣炎，特に総胆管結石性弊炎の実験 model

として，今回，ラットにおける単期間総解単管結紫＋

際外分泌刺激（caerulein 投与） model にて種々の

parameter から弊腺房細胞の変化を検討した結果，

PBD単結繋のみにても，血清 amylase値，勝水分量

の上昇，また組織学的には軽度の勝間質性浮腫，炎症

性細胞浸潤，醇腺房細胞空胞化等の変化が認められた

が，特に caerulein刺激群にては，これら全ての変化

が高度に観察され，勝管腔系の drainage障害と勝外

分泌系刺激による隣管内圧上昇が加わった場合，解腺

房細胞の障害は高度になり，勝炎の重症化へ進展する

可能性が示唆された．

また，解消化酵素と cathepsinBの様な lysosomalen-

zymeは両者とも roughendoplasmic reticulumにて生

合成され， Golgi装置を経て，一方はzymogengranule 

へと他は lysosomeへと8,15）分離されて輸送され，これ

ら2者の合成以後の隣腺房細胞内での同ーの分画での

共存は理論上考えられないが，以前より，隣炎の発症

機序のひとつとして， lysosomalenzymeである cathep-

sin B と勝消化酵素の弊腺房細胞内での colocalization

が想定されているか 13刈，今回の PBD 結紫

+caerulein刺激群では，細胞分画法において cathep-

sin Bが本来の lysosomalfraction ( 12 kp）より，さらに

重い zymogenfraction (1.3 kp）へ移動再分布 redistribu-

ti onしているのが観察され，新ためて， E率管結数醇炎

発症機序での lysosomalenzymeの重要性が示唆され

た．さらに，今回の様に 3時間とL、う短期間の総弊胆

管結紫のみでは，結数解除後には，徐々に目撃外分系は

豚損傷より回復し，解除後24時間目にはほぼ回復は完

成すると考えられた．しかし， PBD 結数十caerulein

群にては，結禦解除後24時間自にも，組織学的は軽度

の牌損傷の所見を認め，解損傷後の回復の遅延が見ら

れた．牌胆管結主主時に細胞内小器官である lysosome

の invitro incubationでの脆弱性についての報告は少

なく，今回， PBD結殺のみにても lysosomeの脆弱性

が充進することが判明し，さらに， PBD 結繋に

caerulein 刺激が加えられた場合，より高度の

lysosomal fragil町の充進が観察された．このことは，

目撃腺房内では，多量の lysosomalenzymeが zymogen

granuleへ混入するとともに， lysosomal自体も脆弱性

が允進することを示唆させるものである.PBD 結数

+caerulein 投与群にては，結繋解除直後には，醇液

の基礎分泌量も減少するが，解除後12時間自にはコ ン

トロール（単開腹群）とほぼ同様の値を示し， 24時間

後にはほぼ回復した． これに合致するように，目撃液中

への cathepsinB, amylase outputも結繋解除後直後に

は減少し， 24時間後にはほぼ回復する傾向を見せた．

PBD 単結繋群では逆に結主主解除直後に単開腹群に比

べ，目率液排出量 cathepsinB, amylase outputともに増

加の傾向は見せたが，有意な程度ではなかった．

PBD結紫＋caerulein刺激群の如く，弊損傷が高度の

群では，むしろ，醇液中の基礎 cathepsinB outputと

amylase outputは減少していることが観察された．

新しい合成 proteaseinhibitorである ON03307は

伊 anidinoacid esterの一種で， trypsin,phospholipase 

h や kallikrein等の proteaseを強く抑制することが報

告されており 9), 430 dalton とL寸分子量からも，際

血管床から勝腺房細胞内へ到達し得ることが十分期待

され，隣炎での勝腺房細胞への保護効果が予想、された．

今回， PBD 結数＋caerulein 投与での model にて

ON03307 を同時に投与することにより，血清

amylase値で勝水分量の上昇および弊の組織学的変化

の阻止とともに，lysosome の脆弱性の充進をも阻止

することが判明した．

また， PBD 結歎解除後直後の醇液排出量， cathep-

sin B，および amylaseoutputも，単開腹群や PBD結

主主群に比べむしろ増加しているのが判明した．これら

の事実は， PBD 結繋＋caerulein 刺激下では，

ON03307にて阻害し得る何らかの proteaseが，その

時の lysosomalenzymeの再分布と lysosomalfragility 
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の充進に対し重要な役割を果たしているとも考えられ，

ON03307は，その何らかの proteaseを阻害すること

により， PBD結ー主主＋caerulein刺激下では， zymogen

fractionへ混入すべき運命の cathepsinBや隣腺房内で

のうっ滞した amylase等の醇酵素を，結紫解除後にす

みやかに弊液中へ排出するとL、う能力を醇腺房細胞に

保持させるという役割を果たしていることも示唆させ

た．

今回のこれらの結果は， PBD結紫＋caerulein投与

という勝炎 modelにおいて， ON03307の強力な隣外

分系への保護作用を示唆するとともに，臨床上での隣

炎の治療としての有用性を示唆させるものであり，総

胆管結右症に伴う勝障害については， ON03307等の

protease inhibitorの投与，および，勝外分泌系に対し

ては安静を保持し，刺激を避ける安静法が望ましいと

考えられた．

更に，私達の以前の研究によれば， lysosomal en-

zyme がB草液中に基礎分泌として内在する以外に，

caerulein 司百l激によつても分泌刺激され得ることが半I ~u 

明しており 6,7

B活性の存在が証明された lysosomal enzymeで．ある

cathepsin Bは trypsinogenを活性化し得るとも報告さ

れておドヘこの際管腔という隣腺房細胞外での

ローノレ値に復した．

④PBD結数＋CER群に ON03307を投与することに

より，血清 amylase値，降水分量，勝組織像，勝腺

細胞内での cathepsinBの再分布， lysosomeの脆弱

性の充進すべての変化をほぼ完全に阻止し得た．

~·PBD 結吉宗＋CER+ONO 群においては短期間の

PED結紫解除直後には，解液中への cathepsinB, 

および amylaseoutputが PBD結数十CER群や

PBD 単結数群に比べ，有意に増加しているのが観

察された．

⑤以上より， ON03307は， PBD結数群や PBD結紫

+CER群においての lysosomalenzymeの再分布や

lysosomal fragilityの充進に関与する何らかの pro-

tease を阻害することにより，勝腺房細胞への保護

効果を発揮しているとも考えられ，臨床上の胆石性

勝炎への有用性を示唆するとともに，逆に，

ON03307投与により結主主解除後には，かなりの量

の cathepsinBが勝液中へ排出されることにより，

ON03307等の proteaseinhibitor使用時には，結紫

解除後にも，隣管系に十分に注意を払う必要がある

とも思われた

付 記

Iysosomal enzymeと隣酵素の共存にも勝炎の発生機序 この研究は文部省科学研究費（一般 B03454319）お

を考える上で考察する必要があることと思われた よび厚生省勝難治性解疾患研究費の援助を受けまし

金量T 56. 
市百 雨明

ラットにおいて，単期間（ 3時間）総惇胆管（PBD)

結繋＋外分泌刺激（CER刺激） modelにて醇腺房細

胞の変化を経時的に検討した結果，

①総胆管（PBD）結紫のみにても血清 amylase値，隣小

分量の中程度の上昇と，組織学的変化（間質性浮腫，

炎症性細胞浸潤，勝腺房細胞空胞化）が観察された

が， PBD結主主＋CER群にてはこれらの変化の高度

に観察された．

:l,PBD 単結数群では，結繋解除後24時間自には上記

のparameterはほぼコントロール群の値に復したが，

PBD結紫＋CER群では結紫解除後24時間自にも組

織学的な軽度の隣損傷所見を認めた

}'PBD結紫群， PBD結数十CER群ともに結染後3時

間目には隣腺房細胞内での cathepsinBの再分布と

ともに in-vitroincubation系にて lysosomeの脆弱性

の允進が認められ， PBD結繋＋CER群に特に高度

に観察されたが，解除後24時間自にはほぼコント

た．
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