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生体は細菌などの外敵の侵入や自身の組織損傷などを迅速に察知し，それらの排除や修復に
見合った反応を惹起する．生体内には侵襲時に組織損傷の存在を生体に知らしめるとともに，
それ自体に組織障害性を有するmediators（以下，alarmins）が産生されるが，Alarmins は toll-
like receptors（以下，TLRs）を介してそのシグナルが伝達されるものが存在することが示され
ている．細菌侵入時には，生体の免疫細胞はTLRs を介して病原関連分子パターン（pathogen-
associated molecular pattern；以下，PAMPs）によって活性化され，炎症性サイトカインや
alarmins を産生する．一方，非感染性侵襲時には直接的に alarmins が産生される．このように，
感染性・非感染性を問わず，侵襲時に産生される alarmins は組織・臓器障害を惹起し，同時に
TLRs などを介してさらなる alarmins の産生を促進する．このようなサイクルが，外科侵襲時
の臓器障害の発生・増悪のメカニズムとして考えられる．しかし，TLRs は病原体侵入の最初の
段階でセンサーとして働くため，いかなる時期にTLRs シグナルを制御すべきか現時点では不
明である．今後，TLRや PAMPs, alarmins との interaction に立脚した侵襲への対応策が確立さ
れれば，外科侵襲時の組織・臓器障害に対する有用な治療法として期待されよう．

はじめに
外科手術や外傷，あるいは感染などの侵襲が加

わると，生体内ではそれらに対する防御反応や組
織修復が速やかに始まる．生体に侵襲が加わった
際には，臨床的に発熱，心拍数，呼吸数，白血球
数の増加など，全身性の炎症反応が引き起こされ
るが，これらの反応は神経・内分泌系反応，ある
いはサイトカインなどの炎症性mediators によっ
て引き起こされることが知られている．侵襲後の
全身性炎症反応の最初のステップは，外界からの
微生物の侵入，あるいは自身の細胞・組織損傷な
どの認識である．しかし，これらのシグナルを，
生体はいかにして迅速に認識し，生体反応を惹起
するのかは明らかではなかった．1997 年に
Medzhitov ら１）によって toll-like receptor（以下，
TLR）-4 がグラム陰性菌の細胞壁に存在する
lipopolysaccharide（以下，LPS）を認識し，生体

に著明な炎症反応を惹起することが示された．そ
の後，TLRs に関する研究が飛躍的に進み，現在ま
で少なくとも 11 種類のヒトTLRs がクローニン
グされ，おのおのが LPSのみならず細菌の有する
DNAや鞭毛蛋白（flagellin）など，多岐にわたる
病原関連分子パターン（pathogen-associated mo-
lecular patterns；以下，PAMPs）を認識する機構
が明らかとなった２）３）．
また，最近になってTLRs は PAMPs などの外

因性因子のみならず， heat shock proteins（以下，
HSPs）４）５）や high mobility group box-1（以下，
HMGB-1）蛋白６）７）など，侵襲時に生体が産生する内
因性因子と結合し，著明な組織・臓器障害を引き
起こすことが報告された．これらの事実は侵襲時
において生体自身が産生する内因性因子と，侵入
微生物由来の外因性因子に対するwarning sign
を，生体が共通のメカニズムで認識することを意
味し，手術という物理的な侵襲と手術によって感
染防御能が低下することで感染性侵襲とを併せ持
つ宿命にある外科的侵襲時の生体反応を説明する
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Fig. 1　TLR-4/MD-2 expression on hepatic macro-
phages during thermal injury and bacterial 
peritonitis.
The expression of TLR-4/MD-2 on hepatic macro-
phages was significantly increased in mice with 
thermal injury and peritonitis induced by cecal 
ligation and puncture（CLP）. 
All data are mean±SEM. 
＊p＜ 0.05 versus sham-operated mice. CLP, cecal 
ligation and puncture；TLR, toll-like receptor
n＝4―7 per group

うえで，大変興味深い．そこで，本稿では外科的
侵襲時でのTLRs の発現に注目し，組織障害に対
する内因性因子の役割について，現時点で報告さ
れている知見を概説しつつ俯瞰したい．
外科侵襲とTLRs
Toll はショウジョウバエの発生時に背腹軸を

決定するシグナルを伝達する分子として同定され
ていたが，その後 toll 遺伝子に変異をもつハエが
真菌に対して非常に高い感受性を持つことが示さ
れ，toll が生体への真菌侵入を察知し，生体防御反
応を誘導する重要な分子であることが明らかと
なった８）．ヒトや齧歯類での toll の homologue で
あるTLRs は自然免疫担当細胞上に多く発現す
る９）．TLRs は生体内に細菌やウィルスなどの病原
体の侵入を感知し，抗菌ペプチドの産生や免疫担

当細胞の遊走などの免疫反応を介してその排除に
働く．事実，TLR-4 変異マウス（C3H�HeJ や C57
BL10�ScCr）では LPSに対する生体反応が欠如し
ている．さらに，Hagberg ら１０）は C3H�HeJ では野
生型マウス（C3H�HeN）と比較して極めて少数の
グラム陰性菌の投与によって死に至ることを報告
した．さらに，ヒトにおいてもTLR-4 遺伝子に
Asp299Gly, Thr399Ile な ど の single-nucleotide
polymorphisms（SNPs）を有するものは，グラム
陰性菌感染症発症の頻度が高いことも示されてい
る１１）１２）．したがって，生体でのTLRs の発現は，微
生物の侵入検知，あるいは微生物排除に必須な分
子であるといえよう．
我々は外科侵襲時のTLRの発現を検討するた

めに，盲腸結紮穿刺法による腹膜炎（以下，CLP）
マウス，背部 30％熱傷マウスを作成し，肝臓マク
ロファージ（F4�80＋細胞）上のTLR-4�MD-2 の発
現を，開腹のみ行った shamマウスと比較した
（Fig. 1）．その結果，いずれの侵襲においても
shamマウスと比較して有意にTLR-4�MD-2 の発
現が増強していた．また，ヒトにおいて sepsis
患者，消化器外科待機手術後患者の末梢血単球上
のTLR-4 の発現を健常人と比較したところ，いず
れの侵襲においても健常人と比較して有意にその
発現が増強していた．すなわち，感染性，非感染
性侵襲のいずれも単球・マクロファージ上の
TLR-4 の発現が増強していることが， 臨床検体，
動物実験によって示された（Fig. 2A）１３）．一方で，
上記の細胞での LPS刺激による Interleukin-1β
（以下，IL-1β）の産生を検討したところ，待機手術
後の患者では健常人と比較して有意にその産生が
亢進していたのに対し，sepsis 患者では健常人と
比較して有意に IL-1β産生が低値であった（Fig.
2B）．以上から，TLRの ligand に対する反応性は，
感染を伴う侵襲，あるいは熱傷や手術などの感染
を伴わない侵襲など，侵襲の質の違いにより相違
がみられ，必ずしもTLRの発現量だけでその反
応性が規定されるものではないことが推察され
た．同様の事象はMurphy ら１４）の熱傷マウスと
CLPマウスにおける脾臓マクロファージの
TNFα産生能に関する報告でも指摘されている．
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Fig. 2　TLR-4, and CD14 expression on peripheral blood monocytes, and LPS-induced IL-1β 
production.
A：CD14+ monocytes from both septic（n＝ 15）and surgical patients（n＝ 34）showed 
significantly increased expression of TLR-4 compared with healthy controls（n＝ 13）. B：
PBMCs from septic, surgical, and control patients were isolated and 1.0×106 PBMCs were in-
cubated in the presence of 1 μg/ml of LPS for 24 h. The supernatants were collected and IL-
1β concentrations were measured by ELISAs. All data are mean±SEM. 
＊p＜0.05 compared with the controls；#p＜0.05 compared with the surgical patients
Septic patients were diagnosed with sepsis due to an intra-abdominal infection, and surgical 
patients had gastrointestinal cancer and underwent nonseptic elective surgery. 
TLR, toll-like receptor；MFI, mean fluorescence intensity；PBMC, peripheral blood mononu-
clear cells；LPS, lipopolysaccharide. 
Adapted from reference #13.

消化器外科手術でのTLR発現の意義
近年の諸家の報告により，消化器外科手術後の

末梢血中からさまざまなTLRの ligands が検出
されることが明らかとなった．Kanwar ら１５）は，消
化器外科手術患者第 1病日における末梢血中の抗
エンドトキシン抗体価が，術前と比較して有意に
減少することを報告し，これらの病態では一過性
にTLR-4 の ligand であるエンドトキシンに暴露
されている可能性を報告した．Shimizu ら１６）は消
化器外科手術後に sepsis を併発した症例では，血
清中のTLR-2 の ligand である peptidoglycan 濃
度が高値で推移することを証明し，術後 sepsis
発症への関連性を報告した．また，我々もTLR-
9 の ligand である細菌・真菌DNAを，消化器癌
手術患者第 1病日の末梢血中より PCR法によっ
て検出したところ，手術侵襲の大きい開胸開腹食

道切除術の 7例中 3例（43％）や肝葉切除術 5例
中 3例（60％）に細菌・真菌DNAが認められた．
一方で，手術侵襲の比較的軽度な胃切除術（7例），
結腸切除術（5例）では細菌・真菌DNAは一切検
出されなかった１７）．これらのTLRs の ligand は各
TLRを介して著明に免疫担当細胞を活性化する
ことが知られており１８），末梢血からTLRs の
ligand が検出される事実は消化器外科手術侵襲が
もたらす生体反応に深く関わっていることを証明
しうるものと考えている．
TLRの内因性 ligand と臓器障害
前述のようにTLRs は PAMPs などの外因性因

子のみならず，侵襲時に生体内で産生される
HSPs４）５），HMGB-1 蛋白６）７），fibrinogen１９），ヘパラン
硫酸２０），好中球エラスターゼ（以下，NE）２１）などの
内因性因子と結合し，著明な炎症反応を惹起しう
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Table 1 Toll-like receptors and their exogenous and endogenous ligands

EndogenousExogenousTLRs

Tri-acyl lipopeptideTLR-1
Necrotic cellsPeptidoglycanTLR-2
HMGB-1Lipoprotein
HSPs（HSP-60, HSP-70, Gp-96）
Self messenger RNADouble-stranded RNATLR-3
FibronectinLipopolysaccharideTLR-4
FibrinogenTaxol（mouse only）
Heparan sulfate
Hyaluronic acid
β-defensin 2
Oxidized low-density lipoprotein
HSPs（HSP-60, HSP-70, Gp-96）
Surfactant protein-A in the lung epithelium1
Neutrophil elastase
HMGB-1

FlagellinTLR-5
Di-acyl lipopeptideTLR-6
Single stranded RNATLR-7
Single stranded RNATLR-8

Chromatin-IgG complexUnmethylated CpG DNATLR-9
UnknownTLR-10
Uropathogenic E. coliTLR-11

TLR；toll-like receptor, HMGB；high mobility group box, HSP；heat shock protein 
Adapted from Tsujimoto H, Ono S, Mochizuki H：Role of toll-like receptors in the develop-
ment of sepsis. Shock 29：315 ― 321, 2008

ることが報告されてきた（Table 1）．Tsung ら２２）

は，マウス肝虚血再潅流モデルにおいて sepsis
の晩期致死的mediator とされるHMBG-1 蛋白と
TLR-4 との関連について検討している．彼らによ
ると，虚血再潅流後の肝障害の増悪因子の一つと
してHMGB-1 蛋白を挙げており，虚血再潅流時に
HMGB-1 を投与すると肝障害が増悪されたこと
を報告している．また，彼らはTLR-4 変異マウス
（C3H�HeJ マウス）では，虚血再潅流後の肝障害が
抑制されるばかりか，HMGB-1 投与による肝障害
の増悪も一切見られなかったと述べている．この
ことは，晩期致死的mediator が TLR-4 を介して，
さらなる組織障害を引き起こす可能性を証明した
ものであり，臨床的に非常に意義深い．さらに，
Johnson ら２３）は TLR-4 野 生 型 マ ウ ス にD-
galactosamine に加え，ヘパラン硫酸やエラス
ターゼを投与すると高度のTNFα産生や高い致
死率を示すが，TLR-4 変異マウスでは，TNFα

産生が抑制され予後の改善が認められたことか
ら，組織損傷時に放出される内因性因子がTLR-
4 を介して著明な臓器障害を誘導する可能性を強
調した．また，我々もマウスマクロファージ細胞
株にNEを添加培養すると，好中球遊走因子
（MIP-2）が高度に産生されることを報告した．さ
らに，抗TLR-4 中和抗体を前投与することにより
濃度依存性にMIP-2 産生が抑制されることを示
し，sepsis における組織・臓器障害発症のメカニ
ズムとして，TLR-4，MIP-2，好中球集積，NE
が positive feedback loop を形成し，組織・臓器障
害を増悪させている可能性を主張した１３）．
2006 年 2 月にミラノで開催されたEuropean

Molecular Biology Organization（EMBO）会議の
ワークショップにおいて，組織損傷あるいは壊死
細胞の存在を生体に知らしめ，それ自体に組織障
害性を有するmediators を“alarmins”と呼称する
ことが提唱された（Table 2）２４）．大変興味深いこと
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Table 2 A putative list of Alarmins（Adapted from 
reference # 24）

ReceptorsMolecule

RAGE, TLRsHMGB-1
RAGE, TLRsS100s
unknownHDGF
HSP receptors, TLRsHSPs
IL-1 receptorInterleukin-1 alpha（IL-1a）
PPARγ, TLRs, CD11bUric acid
TLRsCathelicidins
TLRsDefensins

unknownEosinophil-derived 
neurotoxin

TLRsGalectins
TLRsThymosins
receptor protein tyrosine 
phosphatase-sigma.Nucleolin

unknownAnnexins

HMGB；high mobility group box, RAGE；receptor for ad-
vanced glycation end products, TLR；toll-like receptor, 
HDGF；hepatoma-derived growth factor, HSP；heat shock 
protein, PPAR；peroxisome proliferator-activated receptor

に，このうちのいくつかの alarmins では，TLRs
を介してそのシグナルが伝達されることがすでに
示されている．さらに，この会議では内因性因子
である alarmins と外因性因子である PAMPs を
生体反応を惹起する一つの family ととらえ，
damage-associated molecular pattern（DAMP）と
定義した．
これらをまとめると，細菌侵入時には生体の免

疫担当細胞は，TLRs を介して細菌の有する
PAMPs によって活性化され，炎症性サイトカイ
ンや alarmins を産生する．一方，外科手術，熱傷，
外傷などの非感染性侵襲時には直接 alarmins が
産生される．Alarmins はそれ自体に組織・臓器障
害作用を有するが，同時にTLRs やその他の受容
体を介してさらなる alarmins の産生を促進する．
このようなサイクルが，外科侵襲時の臓器障害の
発生あるいは増悪のメカニズムとして考えられ，
TLRs のシグナル伝達経路の制御がこれらの
feedback loop を絶つうえで重要となろう（Fig.
3）．
TLRs modulation による治療への応用
最近，外科侵襲時にTLRに対する中和抗体投

与やRNA干渉（RNAi）法などによりTLRs のシ

グナル伝達をmodulation することで，臓器障害の
軽減や予後の改善を図ろうとする試みが注目され
ている２５）２６）．Nakamura ら２７）は TLR-4 シグナルを抑
制するM62812 を CLP作製時から 3日間まで投
与し，その効果を生理食塩水を投与したマウスを
対照として比較した．対照群では，24 時間以内に
全例死亡したのに対し，M62812 投与群では 120
時間後の致死率が 60％未満にまで改善したと報
告している．また，Tsung ら２８）はマウスに致死量の
LPSを腹腔内投与し，投与 2時間後と 6時間後に
TLR-4 シグナルのブロック作用を有する P13
peptide を投与することで，致死率が 100％から
60％に改善したことを報告した．同様に，Sha
ら２５）も TLR-4 シグナル制御作用を有するTAK-
242 を用いて， LPS投与後のTLR-4 制御により，
その後の予後改善効果を示している．以前，我々
が行ったマウスへの LPS腹腔内投与後の血清サ
イトカイン値の推移を Fig. 4に示す．TNFαや
IL-10 は投与 1時間後をピークに，IL-12 は 3 時間
後をピークに上昇する．すなわち，前述の
Tsung，Sha らの結果は，LPSによる炎症反応が
惹起された後におけるTLR-4 シグナル制御の予
後改善効果を示したものであり，このメカニズム
として，残存する LPSの炎症反応を軽減，あるい
は LPS投与で活性化された内因性因子による組
織障害を軽減しえた可能性が考えられる．しかし，
前述のようにTLRs は病原微生物の生体侵入時の
最初のセンサーとして重要であり，このシグナル
を制御することは，生体にとって常に有利に働く
ものではなく，時に「両刃の剣」となりうる（Fig.
5）．
それでは，外科侵襲時にTLRs modulation が有

用である病態はいかなるものであろうか？外科侵
襲のうち，外傷，熱傷，急性膵炎，外科手術など
の非感染性の侵襲では，TLR-4 は当初，組織障害
作用を有する内因性因子（alarmins）のレセプター
として重要であるが，前述のように非感染性侵襲
時にはTLR-4 の高発現と感受性の亢進が認めら
れることから，このような侵襲時の臓器障害対策
としてのTLR-4 modulation は有用であると考え
られる．一方で，非感染性侵襲後の比較的晩期に
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Fig. 3　Schema of possible mechanisms of organ injury by the endogenous and exogenous mediators through the 
TLRs binding during surgical stress.
The fact that endogenous harmful mediators, especially those released by exogenous pathogens through TLR signal
ing, engage with TLRs supports the existence of a perpetuating cycle of progressive organ injury during surgical 
stress.

は免疫抑制状態に陥ることが知られており２９），こ
の時点でのTLR-4 modulation はグラム陰性菌感
染の危険性を増大させる可能性があり注意が必要
である．また，sepsis などの感染性侵襲時のTLR-
4 modulation には，グラム陰性菌のさらなる侵入
に対する防御反応を減弱させる可能性が危ぐされ
る．しかし一方，その主たる病態が細菌侵入に伴
う過剰なサイトカイン産生によって惹起されてい
る場合には，TLR-4 modulation に有用性が期待さ
れよう．また，感染性侵襲には，抗菌薬，ドレナー
ジ，外科手術などによる感染のコントロールがま
ず重要であるが，これらの感染制御が首尾良く行
われたとしても，その時点ではすでにHMGB-1

などの組織障害性因子が産生されており，TLR-4
modulation がそれらの臓器障害を軽減できる可
能性がある．さらに，腹腔内感染時の肺障害のよ
うに，感染局所ではない遠隔臓器での組織障害発
生時にも，TLR-4 modulation は有効性が期待され
る．すなわち，外科侵襲時のTLRs modulation
は，侵襲の種類や感染合併の有無，さらには感染
時にはその重篤性などによって効果に差が生じる
ことから，その臨床応用のためには侵襲病態のさ
らなる理解と制御のタイミングに関する研究の深
化が必要である．
なお，文献検索はMEDLINEにおいて，「surgi-

cal stress」，「sepsis」，「toll-like receptor」，「organ
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Fig. 4　Serum cytokine levels after LPS challenge.
Mice（n=4）were intraperitoneally injected with 50 
μg of LPS. After being anesthetized, blood samples 
were obtained 0, 1, 3, 6, 12, 24, 48 hours after injec
tion, and serum cytokine levels were analyzed by 
ELISAs. 
Data are expressed as the mean±SEM.

Fig. 5　A putative role of TLRs in the development 
of organ injury during surgical stress.

injury」をキーワードとして，1980 年から 2007
年までを検索した．
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Role of Toll-like Receptors in the Development of Organ Injury during Surgical Stress

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

The discovery that toll-like receptors（TLRs）recognize endogenous or harmful self-antigens suggests that
their function may not be restricted to the recognition of extrinsic pathogens. The fact that endogenous
ligands, called “alarmins”, released through TLR signaling engage with TLRs supports the idea of the perpetu-
ation of a cycle of progressive organ injury during surgical stress. Modulation of TLR-4 expression, however,
may be a double-edged sword, because TLRs are essential for triggering the host’s immune response, acting
as a sensor against invading pathogens. New knowledge on TLRs suggests that the manipulation of TLR sig-
naling pathways has great therapeutic potential, and further understanding of TLR biology should open ave-
nues for novel therapeutic approaches to organ injury accompanying surgical stress.
Key words：toll-like receptor, surgical stress, organ injury

〔Jpn J Gastroenterol Surg 41：1557―1564, 2008〕

Reprint requests：Hironori Tsujimoto Department of Surgery, National Defense Medical College
3―2 Namiki, Tokorozawa, 359―8513 JAPAN

Accepted：February 20, 2008

�2008 The Japanese Society of Gastroenterological Surgery Journal Web Site：http :��www.jsgs.or.jp�journal�


