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同種異系ラットを用いた凍結保存気管移植の実験的研究

新潟大学医学部外科学第二講座 (主任 :江口昭治教授)

青 木 正

Experimental Study of Cryopreserved Tracheal

Transplantation in Rat

Tadashi AOKI

'rIIE,S(,rn71(1Dt,I)aF-/lJZ川I()I-Sll)'gE･r_l･.NlltLgalaI:JIt'日,I.SI'[_I.

LSlriz()()/()/:1.IE7(lz'rillL･･.1＼:'硬~afa,Jar)a7Z

(Dz'f･t･ll(17･:PI･()1-.Lbl/I()jI.i.I(;I:'CIII)

Possibilityofc工1･,OPreSerヽ-edtrachctaltransplant(ltioninmtandtl-anSfol･mationof

aprogramedfreezingprocess. AfterachievinLJthetpnlPeratul･C,traCh(1aWastranSferlでd

intoliquidnitrogellandpresell.,edfor30d(lyS. ljighTmicIて)SCOpic(lndscanningelectrotl

mic1-0ScOPicfindingsreveliLedepitheLialdesqL1こリ11こitionこJterelTOpreSen,ation. lnfreslltr(1°hea

positivereactionscouldtl,dettlCt(Ylinthet.pitheliL1m byimmunostaiIlingwiththem()noel()Hal

antiboわ,(mAb10X6(anti-MrlCclassrlantigenh butiIIC17JOPIでS(､1･ヽ･-Pdtr(lCIle(lPOSitiv(ナ

cellscouldnotbedetectedbecauseofepithelialdesquamation.

Theexperimentaldesignwasorthotopictr･achealtransplalltationinrat. Aftel･

tr(lnSPlantationantibioticsandimmun()suppresiveangentswe上-enotadministrated. Thlでe

groupswelでdcsigned:GroupAallimals(n-131recei＼･でdfresllnut(1graft:GroupBanima_ls

Ln-161Ⅰ･eceivedCIY()PlでSen,edallog1-aft:GroupCanimalsh1-171recei＼･edfrestlallogI･aft.

InfiltI･ationofmononucl(-(lrCellsw(lSrevealedtobenot-eprominentinCTrOupC Lfresh

all()grafい tt･･1aninGroL1PB (crTOpreSen-edaLIogl.aft上 Thisi,xpcLrimpllt.llstu巾･,indicates

thattrachLlaltransplantat.ionusingcryopreservedrattmchetlispossibleandepithelial

desquamationmightdecreasetheantigenicityofthecryopIでSerヽ･･edrattl-aCheLa.

KeywoI･ds:Rattraehealtr･ansplantation.CtTOPreSer1,ati(111,MHCclassEantigen

ラット気管移植,凍結保存,MHCelass茄 抗原

Reprintrequeststo:TadashiAOKI,

TheSecondDepartmentofSurgery,

NiigataUniversitySchoolofMedicine,

NiigataCity.951.JAPAN.

別刷請求先: 〒951新潟市旭町通 1番町

新潟大学医学部第二外科 青 木 正



青木 :同種異系ラットを周いた凍結採存気管移植の実験的研究

近年優れた凍結技術 1)と凍結装置の開発に伴い観梅の

凍結保存が可能になりその臨床応用もされつつある.秦

邦でも胸部外科領域で凍結保存同種生体弁の移植手術が

行わ九,その成績についても報告されるようになってき

た2)3).気管でも動物実験で凍結保存同種移植の読みが

なされている4卜 8).凍結保存の利点としてぼバソクシ

ステムの確立により比較的容易に組織を入手できる,抗

原性が低下する3),細胞の生存性を保てる9),等のこと

が考えられる,凍結保存により抗原性が低下するのであ

れば癌患者の広範囲気管切除時の気道再建方法として免

疫抑制剤を使用せずに気管移植が行うことができる.

我々は免疫系が比較的はっきりとしているラット10)を

用いて,凍結保存による気管の形態学的 ･免疫学的変化

と凍結保存気管を開いた移植の可能性を検討 した.

対 象

実験動物には比較的多くの免疫系の抗体が存在し,免

疫の変化を検討するには有利であるラットを用いた.漢

結保存用の気管は ACIラットの気管を用いた.移植は

同種異系の設定を行うため,ACIラット(RTl挽)を ド

チ-とし,Lewisラット (RTll)をレシピエソトとし

た.いずれも適齢で6-8遇,体豪 200-250gのもの

を用いた.

方 法

1. 気管の凍結保存

1) 凍結及び保存方法

気管を摘出後,保存液 (Table1)とともにセルフリー

ズバック (チャ-タ-メド社製)に収納 し4℃の冷蔵庫

内で10分間おきヲついで Fi欝.1に示 したプログラム

で-80℃まで凍結 した.凍結後は速やかにバックごと液

体窒素内に移 し30E3問保存 した. 保 存 後 は 37℃ の 恒 温 槽

内で急速解凍 し繋験をこ用いた中

2) 形態学的検索

光学顕微鏡と走査電子顕徽鏡を用いて新鮮摘出気管と

凍結保存後気管を比較し,形態学的変化の検索を行った.

光学顧教鏡での検索は,-マ トキシリソ-エオジソ染色

後に行った,走査電子顧倣鏡での検索は,採取した気管

を10%̀ホルマリンで固定後,導電染色,アルコール系列

の脱水を経て,臨界点乾燥後,金属コ-テングし試料を

作成 し,気管内腔面を走査電子顕教練 は 立 S12380鞘

にて観察 した.

3) 免疫組織学的検索

4ミクロンの新鮮凍結切片を作成しアセトンで固定後,
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Componentofthecryopreservedsolution

RPMI1640

ユ0% dimethylsulfoxide(DM二SO)

20% fetalcalfserum (FCS)

:

.

.
_

Fig.1 Freezingcurve･

MHCclassII抗原に対するモノクローナル抗体 (0Ⅹ6:

Serotec,0Ⅹford,UK)を用いて酵素抗体法 (pAP法)

で免疫染色を行い凍結保存前後の変化を検討 した.

2.ラIIJ卜を用いた気管移植

1) 実験群の設定

凍結保存気管移植の可能性を検討するために全体を3

群に分け,A帯は自己窺管移植群,B群は凍結保存同種

気管移植群,C群は単純同種気管移植群とした.

2) 頚部-の同所移植

逆行性ガイドワイヤ-を周いた気管内挿管を行うこと

でラットの気管移植は安全かつ確窯に行えるようになっ

たヱ且),本研究の頚部-の同所移植はこの手技を摸 した

経鼻気管内挿管を施行 して行った,吻合には81)ポリプ

ロピレン糸を用いて連続縫合で行い,グラフトの被覆は

特に行わなかった.移植は全例自発呼吸下で行い経鼻気

管内挿管チュ…プは麻酔覚醒後に抜去し,術後に抗生物

質,免疫抑制剤は使用 しなかった.

3) 評価方法

移植後は定期的に体重測定し体重の変化率を求めた.

術後3,5,7,10,20,30日目に犠牲死させ移植気管
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を締出し以下の方法で評価を行った.

a) 肉眼的検索

摘出時の気管周囲の状態 (感染,吻合部離開など)ど

気管を燥様部で艇切開 して内腔側の出血浮腫の状態を評

価 した.

b) 組織学的検索

犠牲死後グラフトを摘出し,ホルマリソ固定後パラフィ

ン包埋切片を作成 しヘマ トキシリン-エオジン染色を行っ

氏.光学轟畿鏡で上皮,軟骨,細胞浸潤の程度を評価 し

た.この評価を定量的に表すために細胞浸潤,出血,級

維化を拒絶反応の指標として以下のように基準を作成 し

た.GTadeO:細胞浸潤がみられないもの,Grade1:

軽度の細胞浸潤,出血あるいは軽度の線維化がみられる

もの,Grade2:中等度の細胞浸潤亨出血ある摘 ま率等

度の線維化がみられるもの,Grade3:高度の細胞浸潤,

出血あるいは高度の線維化がみられるもの一評価部位は

グラフ トのほぼ中央部で評価は病理医に依頼 した,

結 果

1. 気管凍結保存前後の変化

a) 形態学的変化

光学菌数鏡による検索では気管軟骨と気管腺の構造は

保たれていた. しかし上皮細胞はほを富全体にわたり脱落

していた.なお上皮が残存 して観察 されるところでも上

皮細胞は正常な形態を維持 しておらず核が膨化 したり,

濃縮 した所見が観察された (Fig.2),

走査電子顕倣鏡による検索ではラット正常気管は線毛

は疎 らに存在 し,さらに線毛を有 しない無線毛帯が帯状

に観察された (Fig.3-a).凍結保存後の気管ではわず

かをこ集団で形態学的に正常な細胞 も観察されたが,ほと

んどの気管上皮細胞は膨化 し壊死に陥っており,さらに

気管上皮細胞が全 く脱落 し深層のコラ-ゲソまでに観察

される部分もあった ぼ豆欝.3-b上

b) 免疫厳繊学的所見

摘出直後の ACまラットの気管の染色では気管上皮細

胞と粘膜固有層の細胞の一部が簸 ま り 夢 同 部 に MHCclass

【I抗.r京が那 杜している二∴畑 Ji-唆 さ /侶 二 LFig.十al.

一方,凍結保存気管では粘膜固有 層 の 染 色 は 同程度であっ

たが,気管上皮細胞の脱落部分では染色されず,また残

存部分の上皮細胞も染色されなかった (F短.4-も).

'1. ラ.I/卜を用いた気管移植

1う 墨験結果

気管移植は全例90分以内に終了 した.B,C群に各 1

例の犠牲死以前の死亡があったが,死因は不明であった

(Tah‡e郡.体重変化は全例で術後手術侵襲によると思

われる一過性の体豪減少がみられたが20日目には術前の

Fig.2 Totalepitheli(lldesquamationinthecr-yopresevedrattrachea.
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Fig.3--a

ドig.3-.-b

Fig∴1 SLlこ=niTltL,し､l(､し､けいnI11iぐrいさし･叩t_1illrこtttmLlhtゝalluminat
surface.×275

a:Freshtracheashowsci豆はtedaT･eaandmomciliatedarea.

b:CryopFeSerVedtracheasho耶 Partialep豆thelia且desquamationand
edematousep豆thelium.
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Fig.L卜b

Fig.i lml1lunOhistoloL,ic.,llstこIinillginT･こlttrこIChea.

a:InthefreshtracheaOX61POS狛vec測Sareseenwithinandbelow

theepithelium.

b:InthecryopreseⅣedtracheaOX6-positivec測SaremoモSeenWithin

theepithelium.
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(樟琵1十卜に回復 していた LFiL,.5l.

1'l 肉眼的所札 (Fig.61.

犠牲死時点では,いずれの群で 屯移植気管の周辺には

感染を疑 うような所見はなく,また吻合部の離開も観察

されなかった.

a) A群 (自己気管移植)

三 日目に実験操作の影響と考えられる出血や浮腫が観

察された. 5日目以降は順調に回復 し20日目には良好に

Table2 lT.XPL,rinl(.,nt;_lli,lnir11こIl.i

387

GrいuPNい. postoperatiVesacrificeddays
3 5 I 10 20 30

A (13) 2 2 2 2 3 2

B (16) 2 3 3 3 2 3

Fig.6-a
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Fi好.6-ら

Fig.6-c

Fig.6 MこlCTIOSCOPiL,fiTldillgS7days こ_lftPrい ･IlC h e (,ll
tl･1,111SPla11tこItion.

:1:GT･OuPA LaLlt(唱rllrtl.'nl(､rPisnoLT＼.idt?nceori)lL､ぐ(一ingandedemこI
in(nut(1gl-aft.

b:Gt･(luPIう(C11･OPlでSPtlで(1こ川ogt-ilft上 lT,dHllこIisot下et-ヽ.edincll,OPTでSen,ed
こlllL唱l-ilft.

C:Group(.丁La=ogT･aft十 九:1こIl･kLTdbl亡IeditlL,Llnd(ldtJmaisokn.edinallogrLlft.
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生者 していた.

b) B群 (凍結保存同種気管移植)

3m日に軽度の浮腰と発赤を認めた.A群と異なりこ

し')所見が1)OF]臼まで綻いたが.30日目にははば正常に回

復 していた.

C) C群 (単純同種気管移植)

3日目にB群と同様の所見を認めた. 5日目には浮腫

発赤が強 くなり7日日には移植気管全体に高度の発赤が

認められた.この時期のラットの呼吸音には著しい狭窄

音を認めた書10日田以降は発赤は消槌するものの,浮腫

は継続 し静穏気管の敢骨間距離が短縮 していた.

2) 組織学的所見

犠牲死させた時点での各個体の定量的評価を Fig.7

に示 した.

a) A群 ほ 己気管移植)

3日目に好中球を主体とした細胞浸潤を認めた.5日

目以降は軽快 していき細胞浸潤はほとんど観察されなく

なっていた.30日目 (Fig.8-a)には一様に線毛上皮

が観察された.

b) B群 (凍結保存同種気管移植)

3日目に粘膜固有層と軟骨間に線維芽細胞を認め,粘

膜固有層に単核球の浸潤を認めた.7日目にかけて細胞

浸潤はやや増えたが LFig.81bl,10日日以降は次第iこ

単核球の浸潤は滅少しかつ浸潤の層も軟骨間へ移動 して

いった (Fig.8-a).30日目に吻合部付近で線毛上皮が

観察された.

(Grade)
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C) C群 (単純同種気管移植)

3日目の細胞浸潤は好ヰ球が主体であったが,5日目

(Fig.ホ11)iこ外側より単核球の浸潤と全体の出血を認

めた.単榛球の浸潤は次第に内腔側-移動 し,出血は消

越 していった.2O日日には線維芽細胞を認め.軟骨問距

離が短縮 していた.

考 察

近年優れた凍結技術いと凍結装置n開発に伴い組織の

凍結保存が可能になりその臨床応用もされつつある.脂

部外科領域でも凍結保存同種生体弁を用いた弁置換術が

行われている望)3).蔽繊凍賠保存の利点 しては 1)バ ソ

クシステムの確立をこより比較的容易をこ組織を入手できる

2)抗原性が低下する3)3)細胞の生存性が保てる9)等

のことが考えられる.しかし抗原性の低下や細胞の生存

性については未だ実験段階であり,特に抗原性の低下に

ついては証明されていない.

-方,気管でも動物実験で凍結保存同種移植が試みら

れている4)~8).これらの研究では実験動物として雑種

成東 4)7)8)や幼豚 5)6)が用いられているため免疫系の変

化について検討されたものはない.また凍結方法もプロ

グラムプリ-ズ4)~6)単純浸演 7)8)と様々であり,凍結

保存液にも違いがあるために移植成績は一様ではない.

寒研究では近交系が確立 しているラット10)を用いて

気管の凍結保存を行い,その影響を形態学的 ･免疫学的

をこ検討 し,さらに凍結保存気管移植を行いその可能性を

全 項 会 全 会 o･At,∩-･3,i
●:B(∩-16)

t I ‡△ △ 二CiHll1i,:

cl 呂 ce

0 0 0

5 7 10 20 30(P.0.D.)

Fig.7 Pathologicalgradingofthegraftisasfollows.GradeO:no
evidenCeOfinfiltrationwitllmOnOnueleat･Cells.Grade

l:weaklyinfiltratedwithm()Il()nuclearcells.redbloodcells
(RBC)orfibrotieCells.Gt･こIdc2:moderatelyinfiltratedwith
mononuclearcells,Rt3Corfibroticcells.Gr.ade3:strongly
infiltratedwithmonL)nuclearcells.RBCorfibroticCells.
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Fig.8-a

Fig.8-b

探ろうとしたものである.

1. 気管の凍結方法

気管はその構造の多 くが軟骨により占められているこ

とより,凍結技術に関しては軟骨を参考にして行った隼

凍結方法はあらかじめプログラムを設定 したプログラ

ムブリ-ザ-を用いて行った.プログラムは気管観織温

那-1管/分で冷却されるように設定 し,親.織凍結過程

で発盤する潜熱の発生をできるだけ抑制することをこより,

良好な鼠織保存が期待できると考えたからである2)12)

凍結保存液は,これまでの報告にあるように液体培地

に仔牛血清を添加し.さ吊こ凍結障害防止剤として dime-

thylsulfoxideLDMSO)を加えた'I､~6'.凍結障害防IL
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Fig.8-C

Fig.8-d

Fig.8 Pathologicこ11findinLTSingraft.

a:TheIでisnoe＼･idenceot-infiltrこItionwithmotl川1ueleal-Cellsinautograft

(Gt･oupA)in3Odaysafter･transplantiltion.Nor111とIlepith(チ1iLunCO＼･erS
thesurfaceofgraft.

b:InfiltrationwithmononL1ClearcellsヒPIoヽ＼･･epith(-1ium isobset･ヽ,edin
ery()presen･edall()graftLC.rouPHlin7daysaftel-I.ranSplantation.

C:infiltrationwithmoTIOnuelearCellstptweenthecartilagesisohsen,ed

l'nerYOPreSer.VCdall()graftLGroupt31inlOdとIySafter･transplantation.
d:MarkedinfiltmtiOnWithmononuclC･aI･cellsandRHC klowepithelium

isobserrvedin(,lllogt･aft(GroLIPCl)in7d(lySaftertransplantation.
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剤としては古くは Glycerol12､が知1､1れていたが.I)MSO

は Kawa転 らl)の乗除で凍結障害防止剤として GlyeeTOl

より優れていることが証明されている.

2.凍結保存による気管の形態学的変化

泰方法による凍結保存気管の形態学的変化は,寛管上

皮細胞の脱落あるいは壊死であった.これまでの凍結保

存気管の報告では,構造が保たれていた即 とするもの

ど,気管上皮の脱落が見られた即 とするものがある.

泰研究とこれらの報告では,凍結保存液及び凍結方法をこ

相遠点があるが,同棲移植をこ周いるグラフトとしては上

皮細胞の脱落が見られるものが良好な移植成績を得てい

る8).また他臓器ではあるが入来伏在静脈の凍結裸存で

も内皮細胞の50%が脱落 していた13)ことが報告されて

いる,

3.凍結保存による気管の免疫学的変化と抗原性

摘出直後の新鮮気管では上皮細胞に MHC､classII抗

原が発現 してし､ることが示された. しかし凍結保存気管

には MHCclassr【抗原は発現 していなかった.これ

は光鼠 電廟での結果が示すように上皮細胞が凍結保存

により脱落あるいは壊死 したためと考えられた.

染色される気管上皮細胞は Nelson ド--1LI､が報告 Lて

いるよ･>1に気管上皮内に存在する Dendriticcellが敬

まった可能性がある.この l)endriticcell(7)役割とし

てはへJLべ-I-T細胞に対して抗原を提示しているとL/T)戟

階と考えられる.入気管の抗原性の検討が Bujiaら且6)に

現がj*l∴-れ これが拒絶反応に大きな役割を示 している

と報吾 している. したがって凍結保存気管で上衣細胞が

る可能性があると考えられる.

4.凍結保存気管移植 の 病理学的変化

う,､′卜気管移植は拒絶反応も観察される有用な実験系

である17､-191.本研究LI')単純同種気管移植でも出血,単

核球の浸潤や線維芽細胞出現があり,自己気管移植に観

察されないような変化が起こっていた.この反応は飯田19)

の報告とほぼ同様で移植気管に対して拒絶反応が起こっ

ていたためと考えられた.凍結保存同機気管移鴇は単純

同種気管移植とを比較すると,出血 ･細胞浸潤 ･線維芽

細胞の出現は軽度であり,さらに単純同種移植で移檎後

30巨ヨまでに観察されなかった線毛が観察された. しかし

自己気管移植と比較すると細胞浸潤は明らかであり軽度

の拒絶反応はおこっていたと考えられる.

これまでの凍結保存気管移植の報告をこぼグラフトをこ起

こる細胞浸潤の経時的な検討がなされたものはない.移

確後の軟骨の変化は Deschampsら4)や Messineoら6)

が検討しており,移植後-ヶ月前後では組織学的に軟骨

細胞の生存が確認されなかったと報告 している.われわ

れの検討では軟骨細胞に大きな変化はなく,移植後ラッ

ト捌際調な体重増加が観察されたことより軟骨細胞の死

に伴う気管の狭窄やマラシアはなかったと考えられる.

5.凍結保存気管移植の可能性

以上の結果よりラットを周いた凍結保存同種気管移植

は拒絶反応も軽度であり,また凍結保存気管はグラ7卜

として rigidityも保てることよi)こかを開いた同所移

植は可能であると考えられた,拒絶反応が軽度であった

理由は凍結保存;-こより物耳的に気管上皮細胞iこ発現して

し､る MHCclassⅢ抗原を排除できたことによると考

えられた.

異なった方法ではあるが,横風瀦 ら20)は大農放射線

照射で気管上皮細胞を排除するという方法で気管移植を

行し､良好な結果を得ている.

凍結保存気管移植実験では Yokomise冊 )がわれわ

れとは異なる保存液 ･保存法を用いて解凍後の犬窺管を

検討し,気管上皮細胞の脱落を確認 している.移植成績

は良好であり,Bujiaらの文献16)を引用 し気管上皮細

胞の脱落をこよる抗原性の排除と気管軟骨生存をこよる気管

構築の維持が寛管移植を成功させたと結論している,こ

れはわれわれと同じ結論であるが,本研究は一連の実験

系のなかで,免疫染色を履いて凍結保存気管の抗原性の

低下を証明し,移植の可能性を示 した初めての報告であ

る.

結論

凍結保存気管の抗原性の変化と移植の可能性について

検討 し以下の結論を得た.

1. 凍結保存気管は形態学的に上皮細胞が脱落あるい

は壊死していた.このためiこ土庄細胞に発現していた M-

HCclassⅢ 抗原の発現は認められなかった.凍結保

存気管では MHCclassII抗原による抗原提示作用が

なく抗原性が低下 している可能性が示唆された.
2. 同棲異系ラットを用いた凍結保存気管移植に観察

された拒絶反応は単純同種気管移植のものより軽度であ

り,凍路床存気管移植は可能であると考えられた.

3. 以上の結果より,凍結保存により気管上皮細胞が

脱落 し抗原性が低下することにより凍結錬存気管移植が

可能になったと考えられた.
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