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研究成果の概要：新֩線溶ਰ止因子 TAFI の臨床意義はӕ明されていない。この度、播種性ڥ
管内凝固症候群（DIC）病態における TAFI および活性型 TAFI(TAFIa)の動態を、組織因子＆LPS
誘発ラット DIC モデルを用いて検討した。DIC モデルにおいて、TAFIa は上昇したが、アルガ
トロバン投与により有意に抑制された。LPS 誘発 DIC モデルにおける臓器障害や炎症性サイト
カイン上昇は、TAFIa ਰ害薬により軽減した。
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１．研究開始当初の背景

とが可能である。我々は、線溶ਰ止因子 PAI

播種性ڥ管内凝固症候群（DIC）の本態は

や病理学的検討結果から、LPS 誘発 DIC モデ

全身性持続性の著明な凝固活性化状態である

ルでは線溶が抑制され臓器障害が中心となる

が、我々のこれまでの検討から、DIC の病態

（臨床の線溶抑制型 DIC に་似したモデル）

は線溶動態により大きく左右されることを明

のに対し、TF 誘発 DIC モデルでは著しい線

らかにしてきた。DIC モデルは、動物に LPS

溶活性化とともに出ڥ症状が中心になる（臨

または組織因子（TF）を投与して作成するこ

床の線溶亢進型 DIC に་似したモデル）とい

う対照的な病態を呈することを明らかにして

体重 200g、6~7 週齢の Wistar 系雄性ラ

いる（CritCareMed,2002）。このことは、

ットを一晩絶॒後、pentobarbital 麻কし、

線溶活性化の程度が DIC 病態に大きく影を

尾ৌ脈より留置針を留置、以下に従いモデ

与えることを示している。

ルを作成した。

ؼ年、トロンビンによって活性化される新
しいタイプの線溶ਰ止因子として
TAFI(Thrombin-activatable

fibrinolysis

inhibitor)が発見されたが、PAI の線溶抑制

①TF 誘発 DIC モデルの作成：TF 3.75
単位/kg/4hr を持続点滴。
②LPS 誘 発 DIC モ デ ル の 作 成 ： LPS 5
mg/kg/4hr を持続点滴。

状態における意義が相当明らかにされてきた

(2)DIC 関連凝ڥ学的マーカー、炎症性サイ

のとは対照的に、TAFI の生理的・病的意義

トカインの推移：DIC 惹֬物ࡐの投与開始時

についてはほとんど明らかにされていない。

を 0hr とし、0,4,8,12hr に採ڥし、ڥ小

そこで今回 DIC モデルを用いて、TAFI 動態、

板数、フィブリノゲン、プロトロンビン時

TAFIa ਰ害薬や抗トロンビン薬の影を検討

間、D ダイマ−、アンチトロンビン（AT）、

することにより、DIC における TAFI の役割

トロンビン-AT 複合体（TAT）
、TNF、IL-6 を

を明らかにすることとした。

測定した。
(3)TAFI および TAFIa の動態の検討：上記
二種་の動物 DIC モデルにおいて、ڥ中 TAFI

２．研究の目的
DIC 誘発物ࡐの異なる２種་の DIC モデ
ル（LPS 誘発 DIC モデル,TF 誘発 DIC モデ
ル）において下記の点を明らかにする。
(1)ڥ中 TAFI および TAFIa の動態を検討す
る。
(2)外因性に TAFIa ਰ害剤を投与し凝固線溶
病態や炎症性サイトカインへの影を評
価する。
(3)DIC モデルに対して抗トロンビン薬（ア
ルガトロバン）を投与して、TAFIa の動
態への影を検討する。
1)~3)の結果により DIC における TAFI の意

および TAFIa（ELISA）を経時的にୈし、
両 DIC モデルにおける動態を比Ԕ検討する。
(4)臓器障害の評価：両 DIC モデルにおける
臓器障害の進展をڥ中クレアチニン、ALT
の経時的推移により評価する。
(5)ڥ栓形成の評価：腎臓糸球体におけるフ
ィブリン沈着の程度を PTAH 染色にて評
価する。
(6)TAFIa ਰ害剤、アルガトロバン投与の影
：両薬を TF 誘発 DIC モデル、LPS 誘
発 DIC モデルのそれぞれに-0.5hr~4hr
まで投与し、上記マーカーに対する影
につき検討する。

義を、凝固線溶、炎症の両面より考察する。
本研究は、これまでに我々が報告してきた
DIC 誘発物ࡐの違いによって線溶活性化の程
度が異なるという現象を TAFI の観点から検
討することにより、TAFI の DIC における役
割を明らかにしようとする点を目的とした。

４．研究成果
LPS 誘発 DIC モデルおよび TF 誘発 DIC モ
デルのいずれにおいてもڥ中 TAFI 様活性
（ڥ
漿中に活性型として存在する TAFI とその他
のカルボキシペプチダーゼ活性の両者）は

３．研究の方法
(1)DIC モデルの作成

増加した。
また、ڥ中 TAFI 活性化能（トロンビン・

TM 複合体ࠟ薬添加により TAFI の活性化を誘

沈着は TAFIa ਰ害剤投与により LPS モデル

導して測定された TAFIa であり、すなわち

において有意に軽減した。TF モデルはもと

ڥ漿中に残存する基ࡐとしての TAFI 活性化

もとフィブリン沈着が軽度であるが、有意

能）については、4 時間において著しく低下

差はなかったものの、改善傾向が見られた。

し、時間の経過とともに回復する点も共通

フィブリン沈着の軽減は線溶亢進によるフ

した動態であった。

ィブリンの分ӕが促進したためであると考

従来の我々の検討から、LPS 誘発 DIC モデ

えられた。

ルにおいては線溶ਰ止因子 PAI は著増する

次に、TAFIa の特異的ਰ害物ࡐを検体に加

のに対して（線溶抑制型 DIC モデル）
、TF 誘

えることにより、TAFIa 様活性の中の TAFIa

発 DIC モデルにおいては、PAI の上昇は軽度

のみについて検討した。その結果、ڥ中 TAFIa

に留まる（線溶亢進型 DIC モデル）
。今回の

濃度は、TAFIa 様活性と同じく経時的に上昇

検討においては、新֩線溶ਰ止因子 TAFI に

することが確認された。また、TF モデルに

関しては、両モデルとも共通して TAFIa 様

おいては、TAFIa 濃度が４時間後、8 時間後

活性は上昇し、TAFI 活性化能は著減してい

と直線的に上昇したのに対し、LPS モデルで

た。このように、DIC において同じ線溶ਰ止

は 4 時間値以降の TAFIa 濃度の上昇は軽度

因子である PAI-1 と TAFI の動態が大きく異

にとどまった。TF モデルでは凝固活性化に

なることが明らかになった。

伴い、二次的な線溶活性化がみられるが、

次に、両モデルに TAFIa ਰ害剤投与によ

過度な線溶活性化を抑制するために抗線溶

り、ڥ中 TAFI 様活性および TAFI 活性化能

物ࡐである TAFI の活性化も亢進したと考え

の変動および DIC 病態への影を検討した。

られた。

両モデルにおいて TAFIa ਰ害剤の投与によ

更に、両 DIC モデルに対して抗トロンビン

り、ڥ小板数、Fbg、TAT に変化は見られな

薬（アルガトロバン）を投与することによ

かった。よって TAFIa ਰ害剤投与による凝

り、ڥ中 TAFIa 活性、および TAFIa 様活性

固系への影はなかったと考えられた。一

の変動及び DIC 病態への影を検討した。TF

方、線溶活性化を反映した指標である D ダ

モデルでは、抗トロンビン薬の投与によっ

イマ−は TAFIa ਰ害剤投与において両モデ

てڥ小板数、フィブリノゲン、D ダイマー、

ルで増加したことから、線溶は促進された

TAT といった、凝ڥ学的マーカーの異常値が

と考えられた。

有意に改善された。また腎障害マーカーと

TAFIa ਰ害剤投与によるڥ中サイトカイン

しての Cr 及び肝障害マーカーとしての ALT

への影であるが、LPS モデルにおいて TNF

も有意に低下し、DIC 病態が著しく改善した

は 4 時間後で有意に抑制された。TAFIa ਰ害

ものと思われた。ڥ中 TAFIa 及び TAFIa 様

剤投与により TNF の上昇が抑えられたのは、

活性は、8 時間後において有意に抑制されて

線溶ਰ止因子の抑制により線溶が活性化さ

いた。これは抗トロンビン薬が、TF モデル

れ、微小ڥ栓の溶ӕが促進されたために、

で過剰生成したトロンビンを抑制すること

ڥ液循環の改善を生じ、ڥײが軽度に留ま

によってみられた結果であると考えられた。

ったためであると考えられた（ڥײにより

すなわち、invivo において、TAFI がトロ

サイトカインは誘導されることが知られて

ンビンによって活性化されていることを確

いる）。実際、腎糸球体におけるフィブリン

証していることになる。

一方、LPS モデルにおいては、アルガトロ
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activation under various sampling

の投与によって有意に是正されていた。し

conditions using vacuum tube samples

かし、ڥ小板数減少および TAT 上昇、フィ

from healthy volunteers. Thromb Res

ブリノゲン低下には影を与えなかった。

123:390-395,2008.査読有り。

また、炎症性サイトカイン TNF 及び IL-6 に

5.Morishita E, Sekiya A, Hayashi T,

対する抑制効果も見られなかった。ڥ中

KadohiraY,MaekawaM,AsakuraH,Nakao

TAFIa 及びڥ中 TAFIa 様活性にも有意な影

S,OhtakeS:IncreasedM-CSFlevelsin

を与えなかったが、トロンビンが十分に抑

patients with Graves' disease. Int J

制されてない状態下において TAFI の活性化

Hematol88:272-277,2008.査読有り。

も抑制されてなかったかも知れない。今後、

6.Hayashi T, Morishita E, Ontachi Y,

抗トロンビン薬の投与方法 (投与量など)

YamazakiM,AsakuraH,TakamiA,Nakao

を変更しての検討も必要と考えられた。

S.:ExpressionofannexinIIinhuman

以上、TAFIa は、両 DIC モデル（特に TF

atherosclerotic

abdominal

aortic

モデル）において経時的に上昇すること、

aneurysms. Thromb Res 123: 274-280,

また、少なくとも TF モデルにおいてはトロ

2008.査読有り。

ンビンによって TAFIa 及びその他のカルボ

7.朝倉英策、前川実生：リコンビナントト

キシペプチダーゼ活性を示す物ࡐが形成さ

ロンボモジュリン。臨床検査52：1581-

れているものと考えられた。また、TAFIa ਰ

1586,2008.査読無し。

害薬は線溶抑制型 DIC の病態を改善する上
で有効と考えられた。

8.前川実生、朝倉英策：動物モデルを用い
た DIC/臓器障害研究−最ؼの話題−。日
本ڥ栓止ڥ学会ߙ誌19:369-377,2008.

５．主な発表論文等
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者
には下線）
〔ߙ誌論文〕
（ ڐ15 件）主要論文のみ。
1.朝倉英策、御舘雄：止ڥ薬、抗線溶薬
の適応と使用法ー抗線溶薬ー。日本ڥ栓
止ڥ学会ߙ誌、印刷中。査読無し。
2.朝倉英策、御舘雄、林朋恵：播種性ڥ
管内凝固症候群の病態と診断。日本検査
ڥ液学会ߙ誌、印刷中。査読無し。
3.朝倉英策、御舘雄、林朋恵、前川実生、
๖平子：DIC の治療戦略。日本内科学
会ߙ誌、印刷中。査読無し。
4.Omote M, Asakura H, Takamichi S,
Shibayama M, Yoshida T, Kadohira Y,
Maekawa M, Yamazaki M, Morishita E,

査読無し。
9.TakamiA,ShibayamaM,OritoM,Omote
M, Okumura H, Asakura H: Immature
platelet fraction for prediction of
plateletengraftmentafterallogeneic
stemcelltransplantation.BoneMarrow
Transplant 39: 501-507.2007. 査 読 有
り。
10.KosekiM,AsadaN,UryuH,TakeuchiM,
Asakura H, Matsue K: Successful
combineduseof TAandUFH forlifethreatening bleeding associated with
intravascularcoagulationinapatient
withCMLinblastcrisis.IntJHematol
86:403-406,2007.査読有り。

11.TakamiA,MochizukiK,ItoS,Sugimori

動物モデルの病態比Ԕー凝固・線溶、炎

C,YamashitaT,AsakuraH,OkumuraH,

症、薬物効果の観点からー日本ڥ栓止ڥ

Nakao S: Safety and efficacy of

学会学術標準化委員会シンポジウム

foscarnet for preemptive therapy

2008.2.16.（東京）

against

CMV

reactivation

after

4. 朝倉英策:DIC 治療ガイドラインとその後

unrelatedcordbloodtransplamtation.

ーڥ液内科における DIC 診断の現状と問

Transplantation Proceedings 39: 237-

題点ー第 30 回日本ڥ栓止ڥ学会・日本

239,2007.査読有り。

救急医学会合同シンポジウム。

12.Saito H, Maruyama I, Shimazaki S,

2007.11.16（伊勢）

YamamotoY,AikawaN,OhnoR,Hirayama
A,MatsudaT,AsakuraH,NakashimaM,

〔図書〕
（ ڐ3 件）主要著書のみ。

Aoki N: Efficacy and safety of

1.朝倉英策、御舘雄：DIC の概念と病態

recombinanthumansolubleTM(ART-123)

「DIC 診療ガイドブック」
（丸山征གྷ編）
、

inDIC:resultsofphaseIIIrandomized,

メディカルレビュー、東京、印刷中。査

double-blind,clinicaltrial.JThromb

読無し。

Haemost5:31-41,2007.査読有り。
13.御舘雄、朝倉英策：DIC における凝固・

2.朝倉英策、中尾眞二：DIC・凝固異常「炎
症・再生医学事典」（松島綱治、西脇徹

線溶・炎症とその制御。日本検査ڥ液学

編）、朝倉書店。東京、印刷中。査読無

会ߙ誌8:127-133,2007.査読無し。

し。

14.๖平子、朝倉英策：DIC の病態ӕ析と

3.前川実生、朝倉英策：ڥ栓症モデル作成

新しい治療戦略。日本救命医療学会ߙ誌

法（組織因子誘発モデル）「小動物のڥ

21:87-94,2007.査読無し。

栓症・動脈硬化モデル作成法」（༖木宏

15.朝倉英策、御舘雄、林朋恵：ڥ液凝
固とビタミン K.PharmaMedica25（増刊

治編）
、144-153、金芳堂、京ற、2007.11.
査読無し。

号）
：106-112,2007.査読無し。
〔その他〕
〔学会発表〕
（ ڐ4 件）代表的シンポジウム
のみ。

http://www.3nai.jp/weblog/archive/categ
ory3932.html

1.朝倉英策:ڥ小板（数）異常を呈する疾
患の病態ならびに診断ー播種性ڥ管内凝
固症候群の病態と診断ー第 55 回日本臨
床検査医学会.2008.11.28.（名古屋）
2.朝倉英策:がんとڥ栓症の最前線（基礎
から臨床まで）ー悪性腫瘍（造ڥ器を含
む）におけるڥ栓・止ڥ異常とその対策
ー第 31 回日本ڥ栓止ڥ学会学術推進 SPC
シンポジウム。2008.11.20（大）
3.朝倉英策:組織因子および LPS 誘発 DIC

６．研究組織
(1)研究代表者
御舘

雄（ONTACHI YASUO）

金沢大学・医学系・協力研究員
研究者番号：80377382
(2)研究協力者
朝倉

英策（ASAKURA

HIDESAKU）

金沢大学・ൂ属病院・准教授
研究者番号：60192936

