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外科侵襲後の免疫抑制状態
―apoptosis に着目して―

防衛医科大学校外科学講座
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外科侵襲に続発する免疫抑制状態は，時に重篤な感染症を併発するため，それらの病態形成
メカニズムの解明やそれに基づいた対策が重要である．そこで，我々は外科侵襲後の免疫抑制
状態と免疫担当細胞の機能・細胞数の変化，および apoptosis に関する最近の文献，および著者
らの検討結果を概説したい．外科侵襲後の免疫抑制状態では，免疫担当細胞の機能的低下や数
的減少がみられ，これには外科侵襲時に産生された apoptosis 誘導因子により，免疫担当細胞の
apoptosis が亢進していることが関与しているものと考えられた．また，sepsis モデルにおいて
は，抗 apoptosis 療法や，減少した免疫担当細胞の移入が予後を改善することが示されている．
したがって，外科侵襲後の免疫抑制対策として，免疫担当細胞の apoptosis の制御や，減少した
免疫担当細胞の移入などの immunomodulation が有効であると考えられた．

はじめに
消化器癌に対する外科手術は，治癒切除が可能

であれば，その長期予後の改善を期待でき，極め
て早期の癌や化学放射線療法に著しい感受性を示
すなどの一部の癌を除き，治療の第 1 選択となる．
しかし，外科手術が無事に完遂しても，術後外科
感染症を併発し，不幸な転帰をとった場合には手
術によって得られるべき余生が，数日あるいは数
週間のうちに奪われてしまう．また，汎発性腹膜
炎などに行われる緊急開腹手術も，外科的ドレ
ナージが奏功し，局所の感染がコントロールでき
たとしても，肺炎など新たな感染症によって命を
奪われる症例も存在する．このような侵襲後の重
篤な感染症は，手術や腹膜炎などの外科侵襲に
よって引き起こされた免疫抑制状態に起因してい
るものが多い．侵襲後の生体反応や病態を熟知し，
適切な管理なくして，外科手術による周術期死亡
率の改善は見込めない．

外科侵襲後の重篤な免疫抑制状態が惹起される
因子として免疫担当細胞などの apoptosis が注目

されている１）２）．Apoptosis は，細胞死の一態様で，
形態学的に細胞の圧縮・変形，核クロマチンの凝
縮・断片化として特徴づけられ，またマクロ
ファージなどに貪食された際に炎症反応を惹起し
ない点が necrosis と決定的に異なる．最近，tumor
necrosis factor（TNF）などの炎症性 mediator
が apoptosis を誘導することが示され，RCT で活
性化プロテイン C による治療法の有効性が証明
されるに至り，米国の Food and Drug Admini-
stration（FDA）が初めて severe sepsis に対する
治療薬として認可された．また，活性化プロテイ
ン C は強い抗 apoptosis 効果を有することなどが
確認されている３）．外科侵襲後の免疫力低下への
apoptosis の関与に関する研究は今後急速に進ん
でいくものと考えられる．

そこで本稿では，外科侵襲後に生じる重篤な免
疫抑制状態の病態形成メカニズムを，免疫担当細
胞の変化や apoptosis に着目して概説したい．

SIRS と CARS
生体に手術，外傷，熱傷，腹膜炎などの侵襲が

加わると，呼吸，循環，代謝そして免疫などの機
能を大きく変化させ，侵襲に対して恒常性維持の
ために炎症性サイトカインの産生に始まる炎症反
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Fig. 1 Time course of an immunological profile after surgical stress
The multimodal nature of systemic response is often characterized by a brief proinflamma-
tory（SIRS）period and a sustained immunosuppressive or anti-inflammatory profile（CARS）, 
leading to increased susceptibility for opportunistic infection, and death.

応を引き起こし，臨床的に systemic inflammatory
response syndrome（以下，SIRS）と呼ばれる病態
となる．この生体反応は，拮抗的に産生される抗
炎症性物質により制御され，やがて炎症反応は終
焉する．しかし，この経過中に炎症・抗炎症反応
のいずれかが過剰となり，それが宿主のもつ許容
範囲を逸脱した場合には，重篤な感染症や臓器障
害を併発するなど死に至りうるため，両反応の適
切なバランスが重要と考えられている（Fig. 1）４）．

これまで，外科侵襲時の過剰な炎症反応を制御
するために，低侵襲手術・麻酔手技の工夫，ある
いは humoral mediator 対 策 と し て protease in-
hibitor や steroid の投与，持続的血液濾過透析（以
下，CHDF）などの血液浄化療法などが検討され，
また実際の臨床に応用されてきた．炎症反応が主
体となる比較的早期相での過剰な生体反応の制御
は，ある程度可能になっているといえよう．

一方で，抗炎症反応が優位になった場合には，
compensatory anti-inflammatory response syn-
drome（以下，CARS）と呼ばれる病態となり，“im-

munoparalysis”と称される重篤な免疫不全状態に
陥ることが知られている４）．このような病態に対す
る治療として，適切な体液管理や感受性を有する
抗菌薬の使用のほか，CHDF，人工呼吸器管理など
の重要臓器に対するサポートが中心に行われてい
るが，弱毒菌や真菌を起炎菌とした肺炎や菌血症
で不幸な転帰をとる患者が少なからず存在する．
現段階では免疫不全状態に対する特異的な治療手
段を我々は有していない．重篤な免疫不全状態を
脱 却 す る た め，免 疫 賦 括 を 企 図 し て の
granulocyte-colony stimulating factor（G-CSF），
interferon gamma（以下，IFN-γ），interleukin-12

（以下，IL-12）などの投与が，動物実験や臨床試験
として試みられてきた．しかし，その投与時期，
濃度，副作用などの点から，それらの臨床効果に
関しては一定の見解は得られていないのが実状で
ある５）６）．

このように，SIRS 対策に比べて，CARS 対策が
後手に回っている要因として，CARS は SIRS と
違って明確な診断基準が存在しないこと，病態形
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Table 1 Characteristics of CARS

General characteristics
・Macrophage deactivation
・Reduced antigen presentation
・T-cell anergy
・Shift in CD4 T cells to Th2 response
・Upregulation of anti-inflammatory cytokines
・Immune suppression

Possible plasma definitions
・IL-10 : detectable
・IL-1ra＞1,500 pg/ml
・sTNF-R1（p55）＞1,500 pg/ml
・sTNF-R2（p75）＞1,500 pg/ml
・HLA-DR on monocytes＜30 %

Adapted from reference #10.

成メカニズムの解明や，リアルタイムにその病態
をモニターする手段に乏しいこと，あるいは
CARS や SIRS が混在する mixed anti-inflamma-
tory response syndrome（MARS）の病態などが
挙げられている．したがって，CARS に陥った患
者の救命率向上のためには，これらの免疫学的，
あるいは分子生物学的な解析がまず肝要となる．

外科侵襲後の免疫担当細胞の機能的変化
CARS における免疫学的特徴を Table 1に示

す．前述のように CARS は SIRS のように明確な
診断基準は設けられていないが，Bone ら７）は単球
の抗原提示機能に重要な役割を果たす単球上の
human leukocyte antigen（以下，HLA）-DR の発現
に注目し，単球上の HLA-DR 抗原の発現が 30％
以下の症例で，かつ単球から TNFα などの炎症性
サイトカイン産生が消失している病態を CARS
と定義した．我々も消化器外科手術後や sepsis
患者を対象として，単球上の HLA-DR 発現を検討
し，外科侵襲後には HLA-DR 陽性単球が有意に減
少すること，さらに手術侵襲の大きい食道切除術
症例や septic shock に陥った患者では，より侵襲
の少ない胃切除症例や shock を呈さない sepsis
症例に比較し，単球上の HLA-DR 発現が低値を示
すことを報告した８）．また，sepsis の重症度の指標
と し て acute physiology and chronic health
evaluation II（APACHE II）score と sepsis 患者の
単球 HLA-DR 陽性率との関連を検討したところ，

両者に強い負の相関を認め，単球上の HLA-DR
抗原の発現は sepsis の重症度をよく反映するこ
とを強調した（Fig. 2）８）．さらに，単球を CD16

（Fcγ receptor III）陽性・陰性に亜分類し，それぞ
れの HLA-DR 抗原の発現を検討したところ，手術
侵襲では CD16 陽性単球上の HLA-DR 発現の低
下はなかったのに対し，sepsis においてはこれら
の発現が有意に低下していた．つまり，単球上の
HLA-DR 発現の低下については，感染性の SIRS
である sepsis と，感染を伴わない手術侵襲による
SIRS との間で，単球の亜分類によって相違がある
ことが示された（Fig. 3）９）．

外科侵襲は，単球などの自然免疫系細胞のみな
らず，B，T リンパ球などの獲得免疫系細胞にも影
響を及ぼす．獲得免疫による免疫調節は 2 種類の
ヘルパー T 細胞の産生するサイトカインバラン
スによって成立している．未刺激の T 細胞（naive
T 細胞）は抗原提示細胞からの抗原提示や，IL-12，
IL-4 などのサイトカイン刺激によって Th1 ある
いは Th2 細胞へと分化する．IL-2，IFNγ に代表さ
れる Th1 系サイトカインは細胞性免疫の中心的
役割を，IL-10，IL-13 に代表される Th2 系サイト
カインは体液性免疫の調節に重要な役割を果た
し，おのおのの絶妙なバランスによって恒常性が
維持されているが，CARS ではこのバランスが
Th2 系細胞にシフトしていることが指摘されて
いる１０）．さらに最近，移植免疫やアレルギー性疾患
などの分野で注目されている抑制性 T 細胞（T
reg，または Tr-1 細胞）の外科侵襲後の役割に関し
ても研究が進んでいる．CD4＋CD25＋Foxp3＋の特
徴を持つ T reg は，IL-10 や transforming growth
factor-β（TGF-β）を強発現しており，他の T 細胞
の活性化・増殖を強力に抑制し，tolerance を誘導
する．健常人においては，末梢血 CD4＋T 細胞中
5～10％ 程度存在することが知られているが，
sepsis ではその割合は 30～40％ にまで達すると
報告されている１１）．

以上のように，外科侵襲後の免疫抑制状態，
CARS での免疫学的特徴として，自然免疫系細胞
では，獲得免疫細胞への抗原提示機能の低下，さ
らに獲得免疫細胞の Th2 へのシフトや抑制性 T
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Fig. 2 HLA-DR expression on monocyte in patients with surgical stress and its relation to APACHE I I score
A：Patients following an esophagectomy had decreased postoperative expression of HLA-DR on monocytes compared 
to patients following a gastrectomy. B：The expression of HLA-DR on monocytes in patients with sepsis was signifi-
cantly lower than that in healthy controls. C：A statistically significant correlation was observed between the 
APACHE I I score and the expression of HLA-DR in patients with sepsis.
HLA：human leukocyte antigen, APACHE：acute physiology and chronic health evaluation
＊p＜0.05, versus healthy control
＃p＜0.05, patients with shock

細胞の増加などが挙げられる．
外科侵襲による免疫担当細胞数の変化

前項のような免疫担当細胞の機能的変化に加
え，最近では外科侵襲後の免疫抑制状態のメカニ
ズムを，免疫担当細胞の数的変化に着目して考察
する報告も見られる．

Hotchkiss ら１２）は，sepsis，あるいは非感染性の
外傷によって死亡した剖検例において，脾臓にお
ける樹状細胞（DC）数とマクロファージ数を検討
し，マクロファージ数には両者に差違を認めな
かったが，DC 数は sepsis 患者において有意に低
下していることを報告した．また，Ding ら１３）は盲
腸結紮穿刺法（CLP 法）での腹膜炎マウス（以下，
CLP マウス）における脾臓および腹腔内 DC 数を
検討し，CLP マウスでは DC，特に CD11c＋MHC
Class IIlowの特徴を有する未熟 DC の有意な減少
を報告している．さらに，Efron ら１４）は CLP マウス
における腸間膜，鼡径，膝窩リンパ節での DC 数に
関して検討しているが，CLP 24 時間後には，腸間
膜リンパ節のみならず，鼡径リンパ節，あるいは
膝窩リンパ節においても DC の減少が見られるこ

とを報告した．つまり，sepsis での DC の減少は，
炎症局所のみに生じる事象ではなく，全身のリン
パ組織においても生じることを示したもので臨床
的に大変興味深い．

また，侵襲時における T，B リンパ球の存在が重
要であることは，リンパ球欠損マウス（Rag－�－マ
ウス）が control マウスと比較して CLP に高い致
死率を示すことから明らかである１５）．外科侵襲後
には末梢血の lymphopenia が生じることが知ら
れている．Hotchkiss ら１６）は sepsis 患者において脾
臓の B 細胞，CD4＋T 細胞が減少していることを
報告し，これらの減少が sepsis 時の免疫抑制状態
に深く関与している可能性を強調した．我々もま
た sepsis 患者の重症度と末梢血リンパ球数のサ
ブセット別変化を検討したところ，HLA-DR が低
値を示した sepsis 患者では，CD4＋T 細胞数が非
常に減少していることを報告した１７）．

以上から，外科侵襲後の免疫抑制状態では，自
然免疫・獲得免疫系細胞のいずれにおいても，そ
の免疫反応に必要な有効細胞数を維持できていな
い可能性が考えられ，これらの免疫担当細胞数の
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Fig. 3 HLA-DR expression on CD16 ＋ and CD16 － monocytes in the septic, surgical and control patients
The percentage of HLA-DR ＋ cells in CD14 ＋CD16 － monocytes in both septic and surgical patients was reduced com-
pared to healthy controls, whereas HLA-DR ＋ cells declined only in CD14 ＋CD16 ＋ monocytes from septic patients, but 
not surgical patients.
Bars indicate HLA-DR ＋ expression as determined by isotype control.
Surgery patients：patients following an elective gastrointestinal surgery

低下が免疫抑制を反映していることも示唆される
（Table 2）．

外科侵襲と apoptosis
Apoptosis誘導にはTNF�TNF receptor（TNFR），

Fas�Fas ligand（以下，FasL），granzyme�perfo-
rin のほか，活性酸素種（ROS）や glucocorticoid
などが関与していることが明らかとなっている．
さらに，これらの apoptosis 誘導因子は，担癌状態
ばかりでなく，外科侵襲後においても非常に高値
で推移することが報告されている（Fig. 4）１０）．Oka
ら１８）は外科手術後の末梢血単核球の apoptosis を
検討し，手術開始 2 時間後より apoptosis 細胞，
Fas 陽性リンパ球が著明に増加することを証明
し，さらに抗 Fas 抗体によりこれらの apoptosis
が抑制されることを示している．また，Hashimoto
ら１９）は sepsis に 続 発 し た acute respiratory re-
sponse syndrome（以下，ARDS）患者の肺胞洗浄
液（BALF）中 の perforin，granzyme，FasL の
mRNA が非 ARDS 患者に比較し，有意に upregu-
lation されていることを示している．

以上より，外科侵襲後には apoptosis 誘導因子
が過剰に産生されており，全身の組織において
apoptosis が誘導されていること，また apoptosis
の制御が，術後感染や sepsis の病態進行を食い止
める重要な factor となりうることが推測される．
Hotchkiss ら１５）は抗 apoptosis 作用を有する Bcl-2
蛋白を過剰発現したマウス（Bcl-2 transgenic マウ
ス）において，CLP による腹膜炎モデルを作成し，
Bcl-2 発現が正常である control マウスとその予
後を比較した．その結果，control マウスで見られ
た甲状腺，脾臓での apoptosis は，Bcl-2 transgenic
マウスでは有意に抑制されており，予後も良好で
あったと述べている．さらに，Weaver ら２０）は CLP
マウスに腹膜炎発症 4 時間後に抗 apoptosis 物質

（nelfinavir，ritonavir）を経口投与した結果，甲状
腺や脾臓におけるリンパ球の apoptosis が有意に
抑制され，予後が改善したことを報告した．これ
らの結果は，外科侵襲後に惹起される全身の
apoptosis を抑制することで，術後感染症や sepsis
の予後を改善しうることを示しており，臨床的に
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Table 2 Summary of the change in the number and apoptosis of leukocytes and parenchymal cells after surgical 
stress

非常に興味深い．しかし一方で，これらの予後改
善効果は，いかなる細胞の apoptosis が抑制され
たことによって引き起こされた事象であるかは不
明な点が多く，今後の詳細な検討が待たれる．

Sepsis や熱傷モデルにおいては，報告によって
多少の差はあるものの，甲状腺，脾臓，肝臓，肺，
腸管，リンパ節など全身に apoptosis が生じてい
る２）１４）．Simovart ら２１）は，ラットに E. coli を腹腔内
投与したモデルでの肺や肝臓での apoptosis 細胞
を経時的に検討した．その結果，肺では 6 時間後
を，肝臓では 48 時間後をピークに apoptosis 細胞
が検出され，apoptosis が誘導されるまでの時間に
臓器特異性が存在することを明らかにした．CLP
マウスでは，ほとんどのリンパ組織で，発症 12
時間以降の比較的晩期より apoptosis が認められ

るが，甲状腺では発症 4 時間後の早期より幼若リ
ンパ球の apoptosis が認められる．腸管上皮内リ
ンパ球（IEL）や，Peyer’s patch を含めた腸管関連
リンパ組織（GALT）においても apoptosis が誘導
されるが，これらの多くは Fas を発現した B 細胞
に認められる２２）．Ayala ら２３）は endotoxin 耐性マウ
ス（C3H�HeJ マウス）では CLP 後に apoptosis
が誘導されるが，C3H�HeJ-FasL－�－マウスでは
その apoptosis が抑制されていたことから，それ
らの apoptosis は endotoxin の影響を受けずに
Fas�FasL を介した機序で生ずることを強調し
た．一方で，T リンパ球の apoptosis では，FasL
に加え，TNFα，glucocorticoid を介したメカニズ
ムの関与が報告されている２４）．

外科侵襲における単球・マクロファージや DC
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Fig. 4 Surgical stress produces various pro-apoptosis factors
Various pro-apoptosis factors, which are produced during surgical stress, may induce the sys-
temic apoptosis, which contribute to the decrement in number of leukocytes and parenchy-
mal cells from septic animals and humans.
TNF：tumor necrosis factor, TNFR：TNF receptor, ROS：reactive oxygen species, DD：death 
domain

などの自然免疫細胞の apoptosis に関する報告も
少なくない．Lu ら２５）はラットの CLP モデルにお
いて，CLP 9 時間後より肺胞マクロファージの
apoptosis が誘導されることを示し，この現象が
sepsis における肺炎や急性肺障害に関与している
と考察した．同様の現象は，腹腔マクロファージ２６）

や Kupffer 細胞２７），あるいは末梢血単球２８）において
も報告されている．

DC は B 細胞やマクロファージなどの他の抗原
提示細胞に比較し，MHC 抗原や costimulatory
molecules を強く発現し，naive T リンパ球への強
力な活性化・増殖作用を有する．DC は生体の免
疫反応の主軸を担うと考えられているが，sepsis
における役割はほとんど分かっていないのが実状
である．Tinsley ら２９），Efron ら１４）はおのおの CLP
マウスの脾臓，腸間膜リンパ節の DC において，
apoptosis 誘導酵素である caspase-3 の発現を検

討し，発症後 24 時間後には CD11c＋DC に多数の
caspase-3 陽性細胞が見られたと報告した．また，
Scumpia ら３０）は，DC（CD11c＋細胞）を除去したマ
ウスは，CLP に対して高い致死率を示し，またこ
のマウスに in vitro で培養した DC を移入するこ
とによって，その予後が改善されることを示して
いる．同様のマウスを用いて，Benjamim ら３１）は
CLP 後の Aspergillus 気管内投与モデルにおいて，
DC を移入することで，その感染の制御と予後の
改善を報告している．以上から，sepsis では，組織
やリンパ節において DC の apoptosis が惹起さ
れ，獲得免疫系細胞への抗原提示や免疫反応が適
切に行われていない可能性がある．そのような生
体に対し，DC を移入することで，より正常に近い
免疫反応が惹起され，予後改善が見込めるのであ
れば，sepsis に対する新しい免疫学的治療法とし
ての有用性は極めて高いと思われる．
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ほとんどの免疫担当細胞が外科侵襲後に apop-
tosis が亢進しているのに対して，好中球の apop-
tosis 反応対応については異なっている．手術侵襲
後や sepsis，特に ARDS を併発した severe sepsis
において，末梢血や肺組織での好中球の apoptosis
は明らかに遅延している３２）．この相反する現象の
メ カ ニ ズ ム は，p38 mitogen-activated protein
kinase（p38 MAPK）シグナル伝達経路の異常など
が考えられているが，詳細は不明である３３）．活性化
好中球は neutrophil elastase などの protease を
放出するが，組織内の大量の protease は強力な組
織障害性を有する．したがって，外科侵襲時にお
ける好中球の apoptosis 遅延は，重要臓器におい
て強い組織障害性を示し，外科侵襲時の臓器障害
に関与していることが予想される．

また，外科侵襲後における肺胞上皮細胞３４）や腸
管上皮細胞３５）などの非免疫担当細胞の apoptosis
も報告されている．このような上皮細胞の apop-
tosis は，いずれも外界との物理的なバリアーの破
綻を意味し，生体にとって病原性微生物の侵入の
門戸を作ることに他ならない．特に，腸管上皮細
胞の apoptosis は，腸内細菌やそれらの菌体成分
の血液中への translocation（bacterial transloca-
tion）を惹起させるものであり，sepsis の病態を形
成あるいは悪化させる因子となりうる．

結 論
外科侵襲後には，重要臓器における免疫担当細

胞，あるいは上皮細胞に apoptosis が誘導され，そ
れらの数的減少が生じていることは間違いない．
これらが CARS に見られる重篤な免疫不全の主
たる要因であれば，この apoptosis を制御するこ
とが，外科侵襲後の免疫不全に対する直接的な治
療法として，患者救命に大いに貢献できると考え
ている．しかし，これまで動物実験において Fas
抑制物質や，caspase 阻害物質など，種々の apop-
tosis 抑制物質が検討されてきたが，予後の改善に
有効であった報告が大部分であるものの，少数な
がら逆に予後を悪化させた報告も存在するなど，
いかなる時期に，いかなる細胞の apoptosis を抑
制すべきかは今後の検討課題であろう．もう一つ
の考え方は，apoptosis によって減少した免疫担当

細胞の補充という考え方がある．この際に用いる
免疫担当細胞は自己由来の細胞であれば安全性が
高く，また効果的であり，悪性腫瘍において臨床
試験が行われているような樹状細胞の移入療法な
どの免疫療法が有効であるかもしれない．

外科侵襲後に免疫担当細胞が apoptosis によっ
て減少することは，生体にとって過剰な免疫反応
を抑制するための合目的反応なのであろう．しか
し，この apoptosis が優勢となり，生体防御能を維
持できていない事実が存在するならば，我々が積
極的に介入する余地が存在する．外科侵襲後の重
篤な免疫不全患者に対して，強力な抗菌薬を投与
することは，耐性菌の増加や，それに対する新た
な抗菌薬の開発に費やす労力を増加させることに
なり，根本的な解決にはなっていない．このよう
な免疫学的特徴を基盤とした病態に対する im-
munomodulation は，救命率向上に向けた新たな
治療法となりうるものと我々は考えている．

なお，文献検索は Medline において，「apopto-
sis」，「surgical stress」，「sepsis」をキーワードとし
て，1990 年から 2006 年までを検索した．
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Pathogenesis of Immunosuppression after Surgical Stress

Hironori Tsujimoto, Satoshi Ono and Hidetaka Mochizuki
Department of Surgery, National Defense Medical College

Immunosuppression after surgical stress frequently kills critically ill patients, creating critical problem in im-
proving mortality in such patients. Surgical stress induces the deactivation and systemic loss of leukocytes, in-
cluding monocytes, lymphocytes, and dendritic cells. Surgical stress also produces proapoptotic factors that
may induce systemic loss of leukocytes and parenchymal cells. Studies of septic rodents have shown that
apoptosis is prevented by administering antiapoptotic agents, improving survival from sepsis. In short, surgi-
cal stress induces extensive loss of immunocompetent cells via apoptosis, which in turn, may lead to severe
microbial infection, suggesting that the regulation of unfavorable apoptosis and adoptive transfer of lost cells
is effective as a therapeutic approach to immunosuppression associated with surgical stress.
Key words：surgical stress, immunosuppression, apoptosis
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