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アラキドン酸による脳微小血管内皮細胞傷害

-培養細胞を用いた検討-
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The mechanism of the endothelial cell damage caused by free AA Carachidonic acid)

was investigated in vitro, using purified cerebral microvascular endothelial cells in

culture. The endothelial cells were incubated with various concentrations of free AA,

3, 15,30, 150,300^M, dissolved in minimal essential medium. The endothelial cell

damage was estimated by 51Cr cytotoxicity test and the ability to produce prostaeyclin

by the endothelial cells after the incubation with free AA. slCr release from endothelial

cells increased time dependently after the incubation with 'å <15/iM of free AA, and

reached maximumat the end of 24 hours incubation. Pretreatment with dexamethasone,

a phospholipase A? inhibitor, partially inhibited 51Cr release. However indomethacin,

a cyclooxygenase inhibitor and BW755C, a cyclooxygenase and lipoxygenase inhibitor,

had no effect on it. Prostaeyclin producton by endothelial cells also decreased time

dependently after the incubation with 1-- 30/jM of free AA, These findings suggested

that free AA itself, not the metabolites, induced the endothelial cell damage. Free AA

released from cellular membrane after various cerebral insults may play an important
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プロスタサイク リン

Ⅰ. は じ め に

虚血, 外傷左上様 在々病的条件下では, 脳を構成す

る種 々Lrr)細胞の映し!)燐脂質かZ､-､遊離r,lウキ ドン酸が放出

され脳組織内に常増するこ､しこが知 1､'Ilている卜~101.放

出された遊離ア.:,キ トン酸は∴再び細胞の膜に組み込 ま

れるか, シクロオキシゲナ-ゼあるいは リポキシゲナー

ゼ系の代謝経路で代謝 され 種 々の代謝産物が形成 され

る2).

ところで,こ.1.j/'の遊離~j'ウキ ドン椴やそU)代謝産物

が,種 々の脳傷害の後に出現する vasogenieedemaの

発生に塵要な役割を演ずることが多くの研究によ-)て示

唆 されてきた11､118㌧ 例えは.脳内に遊離L/'うキ トン酸

を注入すると ･ヽasogenicedemaの生することが報告さ

れ て い る l嶺)15). これ らの棄駿結果は,遊離アラキ ドン

酸 ま た は その代謝産物が脳血管内皮細胞LJ)透過性を先進

させることを示唆している1.い15㌧ こハような観点かL-i,

遊離丁:jキ トン酸とその代謝産物のうち内攻細胞の透過

性を先進 させろ主体は何であるのか,そ して脳血管内皮

細胞の透過性の先進は内皮細胞の傷害によって生ずるの

かあるいは機能的な変化によ--)て生ずるのかなどについ

て i11Vivoで種々の検討が行われ 多 くの知見が得 L､.'

れてきた[2---.18､. Lか しながlT)その見解にはいまだ多 く

の十二､･政があ り,その原田の -つとして invivo にお

ける方法論的な限界があるように思われる.

本研究では,純粋に増発された脳微小血管内皮細胞を

用いて,まず遊離アラキ ドン酸が脳微小血管内皮細胞を

傷害するか否かについて検討を行-.,た.次いで,種々の

アラキ ドン酸代謝酵素阻害剤を用いて, 遊離7'ラキ ドン

軌 こよる髄敵中血管内皮細胞傷害が,遊離丁ラキ トン酸

それ自体による作用か,そのft謝産物による作用かに-〕

いて検討 した.さらに,遊離アラキ ドン酸が脳徽小血管

内皮細胞のブロスタサイケりソ産生に及ぼす影響につい

て検討 した.

ⅠⅠ.実 験 方 法

1. 脳微小血管内皮細胞の分離と培養

脳微小血管内皮細胞の分離と培養は Boヽm an Fつ19､

の方法を 一部改変 した皆河i-〕2卜'22､LT)方法で行った.そ

の方法を簡略に記せば,砂 ネズミ10匹を断頭後､全脳を

とりだ し､付着 している硬膜を除去 し,生理食塩水でよ

く洗浄 した. これを細切 Lた練.0.5Oddispasc を含

む 50mM LIel氾Sbuffer加 mimh1a]C.iSentialmedium

LMEM,Nissui)でよく凍拝 し.37､Cで二川邪妄】他坪 した.

処理後,10_9,.'fetalbovineserum げrミS)加 MEM を

加え,1.000 gて10分間遠心洗浄 し, 日符を除去 した練.

13% dcxtran を含む 1-)OmM HepC･sl〕ufft､r加 MEM

を加え,5.800 gで10分間遠心 した.得l･丁-)Jlた沈液iこ10

%/FI~iS加 MEM を加えた後よく捜押し, 孔径 300FE

の nylm1meSh を通過 させ微小血管を得た. こナ1を

I.CKX)gで10分間遠心 し.沈値を lmg.･mlcollagenこISe

dispaspを含む 50InM HefXtSbuffer加 MEM で37て∴

6時間処PP_した.処理後.10%'FBS加 MEM で洗浄

し,得 lL-､わた洗液を509,6′perc(111(.T)連続密度勾配溶液

に浮遊 させ,1,(X)0gで10分間遠心 した.遠心後,溶液

の上層約 1!:3の部位に_1二に数個の細胞からたる.-.一層が得

Lt)11るのでとりた し.109oF13S 加 h･n lで洗浄した.

待ちItた細胞を 1㌔ gelこItin 仙lerckl加 PBSで coat-

illg した数個の組織増発用瓶に移 し, CO2 incubator

にて37℃, 5Q-6'C()2 の条件 ~卜と培養 した.培養後3-I

4週で多数の コロニ-が形成させるが.この中から細胞

剥離 し,得(-)わた細胞を新 しい培喪瓶に移 Lconflucnt

に達するまで培養 した. 培養細胞は0.01% EDTA 加

0.02,% trypsinで処理 し.1:2の割合で継代 した.

培養細胞は多角形で,単層性に増殖 し,いわゆる敷石

状配列を示 し,長期に継代 してもその性格は失われなかっ

た2llll21(Fig.1).またコラーゲンゲJL内iこ培尭 した場

育,毛細血管様の管腔の形成が見られた2'2､, 酵素抗体

法に よる第Ⅷ因子の染色では全ての培養細 胞 が 陽 性 で あ

2).Radioimmuno-assay(RIA)法では,培養細胞に

よるブロスタサイクリソ産生が確認され 長期継代細胞

で もその性格が維持 された-12､. これ らの所見から.培
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養細胞は純粋に培養された脳徴,ト血管内皮細胞であると

考えられた.

2.遊離アラキ ドン酸による脳微小血管内皮細胞

傷害の検討

遊離アラキ ドン酸が脳徴′ト血管内皮細胞を傷害するか

否かを知 るため,以下の実験を行った.内皮細胞㊨寮の

判定には,Harlan lT了3､による 51crcytot()Xicitytest

を開いた.

すなわち,gelatinで cLOating した 2̀hvellcT)組織

培養用Im (CORNING2582OGflIL.岩城硝子社製)の

FBS加 入･11-二M lmlを加え,Conflu(,ntCこ達するまで

培養 した.培養液を除去 した後.首welliこNt,1251cro:

(New I/,llgladNucleat-)を 2/LCimlの濃度で溶解 し

た1)OOoFliS 加 MIlIh,11mlを加え, さi､一に18時間培養

L細胞を Ial方lした.培養後, 各wellLTl細胞を MEM

lmlで 5回洗浄 して unbouIldlaヒPlを含む増発液 を

除去 した観 遊離アラキ ドソ酸 け トリウム塩,Sigma)

を稜々の濃度で含む培養液あるいは contTOl用培養液

2miを加え,種々の時間培養を行った.遊離アラキ ド

ン酸を含む培養液は,まず遊離アラキ ドソ酸粉末を PBS

で溶解 して必要濃度の 100倍の溶液とし,次いで hltIl:M

で 1〔氾倍に希釈することによL)f乍製 した.培養液中(り遊

離丁;17キ トン酸濃度は,3/EM.15FLM∴jOILM.150ILh･･1.

3OO/LM とし,培養時間は,3時間, 6時間,12時間､

2壕時間とした.各濃度の遊離アラキ ドソ酸を含む培養液,

control用培養液の pH.浸透圧に有意左差はなか---た.

培養終 J'後, 500gで10分間遠心 した後. 上清 2OO/Ll

を採取 し,上清中の Slc.r量をサンてこン+し一一.1ユニ7ン

カウンター･一一(Aloka社製 ARC13伏))で測定 して実験解

離を得た.最大解離は 1% TritonX-且00(ナカライテ

スケ杜卜 で測定 し, 自然解離は培養液のEZ' (lワoPBS

加 MEM)の条件で測定 した.

5tcrLllpercentr･eleaseは,下記の式かLT-'算.Ll!JLだ.

実験解離 (cpm巨 自然解離 (cr)m)

最大解離 (et)I11ト 自然解離 (LIPm)
×100(Ob)

(cpm:Countsl肥rminute)

3.遊離アラキ ドン酸による脳微小血管内皮細胞

傷害に及ぼすアラキ ドン酸代謝酵素阻害剤の

影響

次に,遊離アラキ ドン酸による脳倣小血管内皮細胞傷

害が,遊鮭アラキ ドソ酸それ担体の作周をこより生ずるの

か､その代謝産物の作用により生ずるのかを知る目的で,

:i95

7ラキ ドン酸代謝酵素阻害剤を用いた検討を行った.

使用 tーた阻害剤とその作用を以下に記す. インド/サ

シソはシタ田オキシゲナーゼの阻害剤であり,ブロスタ

グ::7ンジンと7り一一一一うジカ′しの産生を抑制する2･1L.BW

755Cは, シクロすキシナ十一一一t･:!二日ボキシナ十-ゼ両

者の阻害剤であり, シクロオキシゲナーゼ系代謝産物以

外をこ田イコ トリエソの産生 も抑制する25).デキサメタ

ゾソはホスホ 7)パ-ゼ A2 の阻寮剤であ り,細胞の膜

の燐脂質から遊離アラキ ドン酸が放出されるのを抑制す

る2-3､27､.いずれ(r)阻害剤 も.in Tヽitroで最大酵素阻害

の得 られる渡度をチ遊離アラキ ドソ酸免荷に党立って投

lj'･し,遊離I,I:iキ トン敵負荷後にもそCpr)作用を持続させた,

すなわち.L実験 2と同様(Il方法で 5Lcrで脳微小血管

内攻細胞を 1乙ItXllL,unboundlaklを洗浄除去 した

後,各 wellに,10FLM 'JT)-(ンドメサ.Iン (和光純薬工

1(I)/EMLJT)BW75L'=)CLWt?lleom(～ReseこげぐIli,atxlmtOriL､S上

且pM のデキサメタゾソ (稀有製薬)のいずれか一つの

阻害剤を含む培養液あるいは Control.F‡]培養液 1mlを

加え培養 した. 培養時間はイソ ドメサシソおよび BW

T55Cで30分､デキサ メタゾンで 1時間 とした,各阻害

剤を含む培養液は.そItlL_,(7)粉末をまず 10006elhこlnOl

で溶解 して必要濃度の10,000倍の溶液とし,次いで PBS

で lOO倍に希釈 し. これを MEM で さLTli･こ10(1倍に希

釈することiこよって作魁 した.各阻害剤を含む培養液.

contr01円培養液の pH.浸透汗に有意な差は左か-lた.

上記の時間培養を行って細胞を前勉置 した後, 魯 well

にさ吊 こ種々の濃度の遊離アラキ ドン酸を含む培養液あ

るいは C()rltr()1用培養液 lllllを加え,種 々の時間培

養を行った.培養液中の遊離~′'うキ トン酸の最終濃度.

培鄭 寺間は実験2と同様とした.培養終了後,実験 2と

同様の手順で 5Lcrの perecntrcleaseを貸出 したが,

こ の 場合自然解離は,阻害剤非処置群では培養液のム

(0.005.%'ethanol･1.9t)pBS加 MEMlの条件で測

定L.阻害剤処匿群では阻害剤を含む培養液のJtの条件

で測定 した.

4.遊離アラキ ドン酸が脳微小血管内皮細胞のプ

ロスタサイクリン産生に及ぼす影響

さi吊こ.遊離∵ラキ ドン酸が脳微小血管内皮細胞のプ

ロスタサ †I/リン産生に及ぼす影響iこついて検討 した.

すなわち,Gelatillで C()atirlg した 24wellの組織

させた2()96~1FBS 加 MEM lmlを加え,connuentに

達するまで培養 した.培養後,各 wellを37℃の MEM

lmlで 3回静かに洗浄 して培養液を除去 した.次いで
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各 Ⅵrellに遊離アラキ ドン酸を種々の濃度で含む培養液

あるいは contr()1用培糞液 2mlを加え,種々の時間

培轟を行った.培喪液中の遊離アラキ ドン酸の濃度は実

験2と同様とし,培養時間は3時間, 6時間,12時間と

した.培養終 ~r後,500gでlO分間遠心 Lト 上清 200/Ll

を採取 し,これを-80℃で冷凍保存 した.後｢用i版の RI_A

k_it(New EnglalldNuclearlで,上清中に含まれる 6-

ket.O-PGFl｡を測定 し,産生さIlた~ナロスタサ (ケリン

蚤を定鼓した.

他方.遊離7ラキ トン酸負荷後における脳微小血管内

皮細胞のブロスタ11･rII/りン産生畳iこつし､て検討を行っ

た.

すなわち,上記と同様の遊離了うキ ドン酸濃度,培糞

時間で内皮細胞の培卓を行--,た後,増発液を除去 し,令

0■¶

a
s宗
一a=
U
Ls
%

3 6 12 2尋

lncubationtimeもhoursI

Fig.3 EfreCtOrfreeAA onSlcrreleaseby
cerebral micr()Vascular en(lothelial

cells. Resultsareexpressedasper
eentageofspeeiticincreaseofさICr
releascoverthevaluesobtained in

controlmedium.*p＼0.001(1ifTerent
from controlbyStudent'sttest.

wellの細胞を再び37Lrの M_EM lmlで 3回静かに洗

浄 して培糞液を除去 した.次いで各 wellに基質として

低濃度 し30ILM)の遊離丁ラキ トン酸を含む培貴液 2ml

を加え. 3時間培養 した.培養終 丁後.上記と同様の方

法で産生されたブロス サ々イ?IJン畳を定量 した.

ⅠⅠⅠ. 結 果

1. 遊離アラキ ドン酸による脳微小血管内皮細胞

傷害

300FLM および 15OILM の遊離II'ニラキ ドン酸では培

トン酸では培養6時間後かi.), 濃 度 依 存 性 ,時間依存性

i･こ有患な脳微小fm管内皮細胞傷害が認めZ/--新た.すなわ

で.)遊離丁ラキ トン鰍 ま.15ILM l上Lの濃度で 濃度依

Incubationtime(二hours?

FiLr.･I E汀pctorprptreatm(､nt Wit.h in(10 -

methaeinonE']crrelt,aspbyLlerehrIll
miero＼,aseularendo†.hpli壬1L

dupedhyfreeAA.Thereis7
ells in_

nOSIビ-
nificantdi汀creneein±-IL1rreleasehp_

tween indompthaein-pretreated and
unpretreと1tedCells.
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存性,時間依存性に髄微小血管内皮細胞を傷害 した.こ

れド)の内皮細胞傷害は培養24時間後にほほ梅人iこ達 した.

3/LM の遊離アラキ ドン酸では,いすftの培養時間に

おいても内皮細胞傷害は認めLT･)Ilなかった しFig.3).

2.遊離アラキ ドン酸による脳微小血管内皮細胞

傷害に及ぼすアラキ ドン較代謝群素阻害剤の

影響

(ンドメサシソ処置群,BW755C 処際群のいずれも,

それぞれの非処置群に比較 して遊離-1':iキ トン酸による

脳微小血管内皮細胞傷害に有意な差は認められず,遊離

丁ラキ トン酸それ自体が脳微小血管内皮細胞を侮害 しう

ることが示唆された (Fig.4.5l.

他方,二iL:キサメタイン処置群では.非処置群に比較 し

て,不完全ではあるが遊離Irうキ ト■ン酸'こよる嚇微小血

lncubatrontlme(hoursl･

t･'ig.5 F二ITeLet,OrpretrtゝatlllPnt･＼＼･it･ht川7755C

on :Lll〔IT release hy eerphl･almieroI
vaseular en(一ot_helial c･ells induce(I

b_vfreeA^ . ThereisnosignifieaTlt
ditierenee in lrll(二r releとISe between

cells.
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管内皮細胞傷害に有意な抑制が認め(-)Ilた.すなわち.

デキサ メ々ゾン前処置によって,300がM および 150/_fM

の遊離~.J'うキ ドン酸では培葺 3時間後に,30ILM の遊離

アラキ ドン酸では培養6時間後に.15FLM の遊離~了う

キ トン酸では培養6時間後および12時間後に.脳微小血

管内皮細胞傷害の杵昏な抑制が認められた (Fig.61.

3.遊離7ラキ ドン酸が脳微小血管内皮細 胞 のプ

ロスタサイクリン産生に及ぼす影響

遊離アラキ ドン酸は,3FLM l上土二の濃度では,濃度依

存性,時間依存性をこ脳教小血管内皮細胞のプロ弟タサイ

fJ11ン産生量を増加させた (Fig.7).

他五 遊離7'ラキ ドン酸負荷後に細胞を洗浄 し,基質

Fig.6Efrect or pret･reatme11t With dex-
ampth(,lSOneOn51Crrplcasebycel･e-
brallllicrovascularen(lothplialcells

inducedbyfreeAA.*pく0.001. **p-.

0.01,★pLL-O.02,★★pくO.05 (iifrerent

from unpretreated cellsoftheeor-

respon(ling incubation timebyStt卜

dellt'sttest..



398

立

一a
',
Tj
L
X
Frj
E.u
j

I"
3
9
d
･0
芯
¥

9

新潟医学会雑誌 第106巻 第5号 平成4fF5月

hlCUb;)tlOn tlme ilhoursI

Fig.7 Concentrat.ion and t･ime (lependenL
efTectoffreeAA on6kctol-I(lTFll

pro(luctionbycerebralnlicrovascular
endothclialeell一 *pく二().OOldi汀erent.
from control(medium {llonclofthe

corresponding incubat,ion trime by
Student'sitLeSt.

行 うと,30FEM 山上の濃度では,濃度依存性,時間依

存性にブロスタサ イクF)ン産生畳の減少が認めLT)れ 遊

醍-j･'ラキ トン酸負荷後にプロスタサ イクリン産生能の低

下することが示唆 さIltた (Fig.8).

ⅠⅤ.考 察

ア=)キトン酸は,脳組織における細胞膜の燐指貫の主

要な構成成分であるが,遊離アラキ ドン酸,すなわち非

結合型の1'ラキ ドン酸は,正常な脳組織内にはきわめて

微量に しか存在 しない10). しか し虚血,外傷など様 々

ゼCの活性化が起 こ申 )21,遊離7ラキ トン酸が,細胞

膜の豊富な構成成分であるホス77チジ′Llノニ トール

とホスファチ凱 レコリンから放由され 脳組織中をこ薯噂

することが知 られているl)3卜 101.放出された遊離アラ

キ ドン酸は,再び細胞膜iこ組ふ込まれるか,シクロオキ

シゲナ一一ゼあるいは リポキシゲナーゼ系のいずれかの代

謝経路で代謝され 前者ではプロスタグランジンとフリー

fs
I芯
U
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Ln

L'_'::二 : AA :'u M ･AA_lLn M ･nuu'S

- A A 15U M -AH LIUM ･tlhours

澗 A A 3 0 p M

- AA ､5LIuh,1

L二二了AA]LTlLIuM ･AA _ミ;:uM ･り10UIS

N-6

3 6

率
E--1
ー

Fih'.8 Six-ket･0---1〕C'FtイprOductionbyecrp -

bral m ierovascularendothelialCells
incubat.ed＼＼,ith3OJLM freeAA for3
hoursaft.(,rincubations＼＼･ithvarious
concentrat.ionsoffreeAA at vari(･.)llS

incubationtime. *p＼0.()01different,
fr()m contr･olLmedium Ellone)ortheL

eorresponding incubat,ion time by
St.Lldent'sI,I.cLSt.

ニラジ カノLが.後者ではロ†二日､りェンが産生される2､.

ところで虚的L 外傷など様々な脳傷害の後に出現する

～,asogenicedemaの形成に, これ1.-'遊離-Tラキ トン酸

や その代謝産物が重要な役割を演ずることが,多くの in

vivo での研究によって示!変されてきた111-Id＼.°han

i--)l･I'は,脳内に遊離ITラキ ドン酸を注入すると,血液

嚇関門の巨大分子･に対する透過性が充進するとともに,

組鰍 恒')水分とナトりウ1､含塾が増加し,～,asogenieedema

Lfた遊離アラキ ドン酸やその代謝産物が脳血管内皮細胞

に作用しその透過性を先進させることによって vasogenic

edemaが出現することを示唆 した[･1715)

このような観点から,遊離アラキ ドソ酸やその代謝産

物のうち脳血管内皮細胞の透過性のTL進を引き起こす主

体は何であるのか,そ して脳血管内皮細胞の透過性の先

進は内皮細胞の傷害によって生ずるのかあるいは磯能的

な変化によって生ずるのかなどについて invivoで種 々
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の検討が行わナ1てきた12､1316＼-18㌧ KontosLL)121およ

びlV(.さilT.117､は.遊離丁こ.ラキ トン酸を脳表に作用させる

上こCT)部の細動脈の内皮細胞膜に破壊の起こることを電

顕的に観察 したが.この傷害が †ントリ サシソや7日-

ラジカルスカペソジャ-であるマニ ト-ルの投与により

軽減 したとの彼らの実験結果をふまえ,内皮細胞傷害の

原因として遊離アラキ ドソ酸それ自体ではなくフu-ラ

ジカルの作用を強調している.WakaiらIa)は,遊離アラキ

ドン酸を脳内に注入することによって ＼･･こISOgenieedemこi

を作成し,浮瞳部の微細構造を電顕的に検索 した.彼上､)

は.浮腫中心部の毛細血管内皮細胞の管陸側細胞膜L')outer

leanetは選択的に破壊されているがその tightjLlnCtioll

は正常に保たれていることを観察 し予このような毛細血

管内皮細胞の傷害によ-･_)て血管内成分に対する亡細血管

内皮細胞の透過性の変化が生じ vaso酢nicedemaが生

ずるものと推論 した. しかしながら彼らは,遊離アラキ

ドン酸それ自体が内皮細胞を歯害 しうるか否かについて

はその可能性を示唆するにとどめ,むしろプリ-ラジカ

ルの関与を示唆 している.Biackら16)は,遊離アラキ

ドン酸の脳内注入による ＼TaSOgenici,demilの形成が,

インドメサシソ前処置群では抑制されないが BW755C

前処置群ではほぼ完全に抑制されると報告し 遊離アラ

キト'ソ酸それ自体やシクロオキシゲナ-ゼ系代謝産物で

はなく,ロイコトリエンこそが血液脳関門の透過性を克

進させる主体であると結論 した. 綻吊ま,血管内皮細

胞の傷害に-~〕いては検討 していない.UnterbergLL_,18:

は,脳寮をこ遊離アラキ ト'ソ酸を作周させるとこの部の細

静脈と細動脈に血管透過性の克進がおこり, 高分化物

質 (nuoresceinisotllioeyanatedextranlの血管外漏

出が起こることを蛍光腐教鏡で観察した.彼らはBW755C

前勉匿をこよってこれらの透過性の克進が全く抑制されな

いことから,遊離アラキ ドン酸それ自体が血管透過性の

克進を引き起こすと結論 した.彼らは同時に透過性の克

進 した血管を電顕的に検索 し,細静脈の内皮細胞の細胞

質に著明な罪薄化など高度な変化を認めたが,erldo肋elia呈

junetionは正常であったと報告 している.

こLT)ように invivoにおいて種々の検討が行われ多

くの知見が得られてきたが,いまだその見解には多くの

香-敦がある.その原因として以下のことが考えられる.

節---に各実験間で遊離~)'ラキトン酸の投与量や投与方法

が様々であり,脳血管内皮細胞に到達する遊離丁ウキド

ソ酸やその代謝産物の畳にも違いを生ずる可能性のある

ことである.第二はTラキ トン酸代謝酵素阻害剤の脳組

織中の濃度の問題であるが.血液脳関F比頼 存在のため阻
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害剤の投Lj-一蚤や投与一方法の違いによ一一､て脳組織中の濃度

もかなL)異なることが予想される.第三iこin ･ヽriv()で

は脳血管内皮細胞以外に脳を構成する種々の細胞が存在

し,遊離丁ニラキトン椴の投与によって同時に変化するそ

れらの細胞の影響が加わらざるをえず,遊離アラキ ドン

酸やそし')代謝産物が内皮細胞Eこ及ぼす影響を直接的に検

討することが困難になることなどが考えられよう.

脳徴′ト血管内皮細胞は血液脳関門C')主要な構成要素で

あるIIO)が,近年脳微小血管内皮細胞を純粋に培轟する

こ(l二が可能i･こなり19､-22㌧ 血液脳閏PF3iこ関するin＼･itro

での新 しい研究方法が試みられつつある桝 20)

本研究では,純粋iこ培養 した脳敵中血管内皮細胞を用

いて,遊離~′':,iキトン酸それ自体が脳徽小血管内皮細胞

を傷害 し･')るか否かについて検討を行--_)た.内攻細胞傷

害L')判定には 5■crcytot.oxicitytestを用いたが,本

方法は現在のところ内皮細胞傷害の判定をこ最も有効かつ

鋭敏な方法とされる23)2那 .受験の結果,遊離アラキ ド

ン酸それ自体が濃度依存性,時間依存性に脳徴′ト血管内

皮細胞を髄察 しうることが示された.インドメサシソと

BW755C はいずれも最太酵素阻害の得られる濃度を遊

離アラキ ドソ酸負荷前から直接に内皮細胞をこ作頗させ,

遊離アラキドソ酸負荷線にもその作周を持続させたので,

内皮細胞中のシタ田オキシゲナ-華とリボキシゲナ-ゼ

は十分な阻害をうけたと考えられる.脳血管内皮細胞に

リポキシゲナーゼ活性が存在するか否かは明らかをこされ

ていない29)那,受験の目的上本酵素の阻害も行った.

また使用 した遊離アラキ ドソ磯の濃度も適当であったと

考えiT'Itる.すなわち､病的条件下で実際に脳組織中に

放出され蓄積されうる遊離アラキ ドソ酸の濃度がどの程

度かとし､う問題であるが,Mtder-HauffL':'10-は,外傷

に上･--,て vasogellicedemaを生しさせた脳の組織間液

を府.接に採取 して測定 した結果かfT,).ョoo/LM の値を報

告 している.また YoshidalT)30131､や BhakooL7-9､の

虚血脳における測定結果か吊よ,脳組織中に蓄積 しうる

遊離-′,'ラキ トン酸の濃度として 10･-loo/LM の値が推

定される18㌧ 本研究では,これ｢.)の測定結果をふまえ.

使用する遊離アラキ ドン酸の濃度を 300/JM 以下とし

た.脳激小血管内皮細胞を傷害する遊離アラキドソ酸濃

眩,遊離7ラキトン酸が病的条件下の脳組織中で実際に

到達 しうる濃度と思われ このことは病的条件 下で脳組

織中に放出され蓄積される遊離アラキドン酸それ自休が

脳撤小血管内皮細胞を傷害する可能性を示唆するものと

思わItる.さらに本研究で得られた実験結果は,これま
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での invivoでの報告をこよく一致 した.すなわち,内

皮細胞を傷害する遊離アラキ ドン酸濃度の閥値が 15がM

であるとい う実験結果は,脳表に遊離アラキ ドン酸を作

用 させた場合この部の細血管から NaLfluoresceinの

血管外漏出を引 き起こす濃度の関値が 30/LM であると

濃度の閑値が高いのは, 脳裏-授与 した遊離アラキ ドン

酸がこの部の髄液によって希釈 されることと,遊離 ア ラ

キ ドン酸の内皮細胞-の到達が血管壁など脳の他 の 構 成

要素によって妨げられることなどが影響 した結果と思 わ

れ る. また遊離Irうキ ドン酸による髄微小血管内攻細胞

傷害 が濃度依存性.時間依存性に進行 し,培喪授24時間

で ほは棒大に達するという実験結果は,脳内への遊離ア

ラキ ドン酸の注入によって生ずる ＼･rasogenieedemaが

濃度依存性に生し24時間後に極大に達するという illヽ,iヽ･O

件下で脱組織ヰ】に放出され蓄積 させる遊離アラキ ドン酸

それ自体が,脳徽′｣＼血管内皮細胞の傷害を通 して,vas()-

gellieedemaの形成に関わる可能性を示唆するものと

思われる.

遊離アラキ ドン酸それ自体が内皮細胞を傷害する撒序

とLて,以下のことが考えLL_,れる.すなわち遊離-r'ラキ

トン酸は親水性と疎水性の両者の性質を持つため細胞膜

に容易に進入 し.細胞膜を構成する脂質の配列状態を変

化 させることが知 tT二､れている321331,遊離 アラキ ドン酸

の増加1は,本物質の細胞膜への過剰な進入を引 き起 こし.

こI･1により細胞膜の物理的,化学的性状の変化が生 じ,

ついには細胞傷害が生ず ると考えられる111)柑､. さ吊 こ

遊離Irうキ ドン酸が, 酸化的燐酸化や重要な酵素であ

るNa+:r,:K+-ATPaseの活性を阻害することが報告 され

てお i.)3小35Llr, これr･'も細胞 傷 害 に 深 く関与するものと

思われる.

デキサ メタ､′ソ前処置により,不完全ではあるが遊離

7'ラキ ドン酸による脳微小血管内皮細胞傷害に有意な抑

制が認めl■Jttた. この実験結果は,脳内-の遊離アラキ

ドン酸の注入によって形成 される vLISOgenicedemaが

デキサ メタゾン投与によって軽度なが!､)抑制 されるとい

う invivoでの報告川 によく-一致 した.前述 した遊離

アラキ ドン酸による内攻細胞傷害の機序を考慮すると,

デキサメタゾンが遊離アラキ ドン酸による内皮細胞傷害

を抑制する榛序として,その非特異的な,いわゆる膜の

安定化作用が推察 される14)36).他方,デキサ メタゾン

の特異的な作用は,ホスホ りペ-ゼ A2を阻害す るこ

とによって細胞膜の燐脂質からの遊離アラキ ドン酸放出

を抑制す ることである26)27). これはデキサ メタゾンが

ホスホリパーゼ A2 を阻害する蛋白質であるりポモジュ

りンの生 合成を促進す るため とされる37). りポモジュ

リンの合成には 1時間を要するとされ 実験でも1時間

の前処置を行 った.デキサメタゾンによって細胞膜の燐

脂質からの遊離アラキ ドン酸放出が抑制 されれば.遊離

7'ラキ ドン酸の過剰な進入による細胞膜の物理的.化学

的性状の変化はますます促進 され 内皮細胞傷害はかえっ

て増強 されることが予想 される. したが-･〕てデキサ メ々

ゾンの内皮細胞傷害の抑制棟序 として,特異的な作用は

考え難いと思われる.遊離Ij･'ラキ ドン酸による脳微小血

管内皮細胞傷害がデキサ メタゾンによって抑制 されるこ

とは,デキサ メタゾンの抗浮腫作用とも.関連 して興味深

いが,その抑制機序に関 しては遊離アラキ ドン酸による

内皮細胞傷害の機序とともに今後の検討が必要と思われ

る.

次に本研究では遊離7ラキ ドン酸による脱敵中血管内

成細胞傷害をプ田スタサイダリy産生の面からも検討 し

時間依存性にブロスLjサイクりソ産生塵を増加させるこ

とが示 された. こJ)結果は,遊離 ∵ウキ ドン酸が脳倣

･ト血管内攻細胞を傷害することに矛盾するものではない.

クりン生合成cT)基質であるから.基質の増加と培喪時間

の延長に伴 1てブロスタサ fクI)ン産生最LT)増加 Lたこ

とが考えET'かる.第二の理由は,血管内皮細胞の傷害iこ

よってそのプTlスタサ ヤクりン産生最は減少せず.む し

ろ増加す るとい う報告のあることである38l.例えば lrl

ソドトキシンによって大動脈由来の培糞血管内皮細胞が

傷害 された場 合,そのブTlスタサ イケリン産生畳が増加

することが報告 されている39､.第三の理由は実験方法

に関係する.すなわち遊離アラキ ドン酸による内皮細胞

傷害により,内皮細胞中に産生 されたブロス々サ 1'クり

ンが培養液中に溶出 し,T上清中に含まれるブロスタサ イ

ク1)ン産生量の増加となって表われたと考えZr.っれる.事

実,第二の検討として,遊離丁ニラキ ドン酸負荷後に内皮

細胞を洗浄し,これに基質として低濃度の遊離丁ラキ ド

ン酸 を含む培養液 を加えて培養を行 うと,30/fM 以上

の濃度では濃度依存性,時間依存性にプロスケサ (ケり

ソ産生最の減少が認め られ プロスタサイクリン産生の

面からも遊離 アラキ ドン酸による濃度依存性,時間依存

性の内皮細胞傷害が示唆 された.遊鮭-rラキ ドン酸負荷

後にブロスタサイクりソ産生能の低下する事実は,vasogellic
edemaに伴 う脳微小循環障害の発生との関連が示唆 さ
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れて興味深いが,この間頓に関 しては今後のより詳細な

検討が必要であ71う.

以上,培養脳撤′ト血管内皮細胞を用いて,遊離アラキ

ドン酸による脳徽′ト血管内皮細胞傷害を,51Crcytotox-

ieitytestと RIA 法によるブロスタサ(クリン産生農

の定量の二つの方法で検討 した.いずれの実験結果も,

を示 し.51crc幻otoxicitytestとアラキ ドン酸代謝帝

素阻害剤を併用した検討では､遊離丁ラキドン酸そか自

体が脳微小血管内皮細胞を傷害しうることが示唆された.

こItlT)の実験結果は.これまでの invivoにおけるい

が,脳微小血管内皮細胞の傷害を通 して.TfIl液脳関門の

透過性の先進に関わる可能性を強 く示唆 した.しかしな

がら.これによって脳徽′｣＼血管内皮細胞傷害に関わる遊

離アラキドン酸代謝産物の役割が否定されるものではな

いことに注意する必要があろう.すなわち本研究では内

皮細胞中の7ラキ ドン酸代謝酵素のみを阻害したのであ

り.invivoにおいては内皮細胞以外の細胞で産生され

るアラキドン酸代謝産物が直接に内皮細胞を傷害する可

能性が残されている.例えば,脳内でのロイコトリエン

の産生部位については不明な点が多く29),内皮細胞傷

害に及ぼすその影響についても否定的な意見が多い15)18)

が,その産生部位として脳皮質をあげる報告もある40)411

ロイコトリエンの関与を否定するためには,病的条件下

の脳組織中で実際に産生されうる濃度のロイ:1トリ_T-ソ

を直接に内皮細胞に作用させ細胞傷害の生じないことを

確認するなど,今後の検討が必要と思われる.フリーラ

ジカルに関 しても同様の検討が必要であろう.

以上培養細胞を用いて遊離アラキ ドン酸が髄徽′J､血管

内皮細胞に及ぼす影響について検討 した.本研究で用い

た培養細胞は,前述 したように長期に継代しても内皮細

胞としての性格をよく持続 していたが,一般に培養細胞

を用いるにあたっては継代に伴いその性格が徐々に変化

することを常に念頭に匿かねばならない.この点に留意

すれば',培養脳教小血管内皮細胞は,invivoで血液髄

関門に関連 して起きる様々な現象を理解するための有用

な手段になるうると考えられた.

Ⅴ.ま と め

1.脳教′J＼血管内皮細胞に及ぼす遊離アラキドン酸の

影響を,培養細胞を用いて検討した.

2. 遊離アラキ ドン酸は,15IJM 以上の濃度で,港

度 依 存 性 .時間依存性に脳微小血管内皮細胞を衝害 し,

401

内皮細胞傷害は培養後24時間でほは棒大に達 した.3/JM

の濃度では,いずれの培喪時間においても内皮細胞傷害

は認められなかった.

3. [ンドメサシン.BW755C のいずれも遊離丁ラ

キドン酸による脳徴′J＼血管内皮細胞傷害を抑制せず,こ

の結果から遊離アラキドン酸それ自体が脳微小血管内皮

細胞を傷害 しうることが示唆された.

4 デキサメタゾンは,不完全ではあるが遊離アラキ

ドン酸による脳微小血管内皮細胞の傷害を抑制 した.

5. 遊離丁ラキ ドン酸は,3/LM 以上の濃度で,濃度

依存性,時間依存性に脳微小血管内皮細胞のブLJスLJサ

イケりン産生量を増加させた.遊離丁ラキドン酸負荷後

に細胞を洗浄 し･,低濃度の遊離アラキ ドン酸を基質とし

て加えて培養を行 うと.30/LM 以上の濃度では,濃度

依存性.時間依存性にプロスタサイクリン産生塵の減少

が認められ ブロスタサ1'ク))ン産生の面かE:)も遊離ア

ラキ ドン酸による濃度依存性,時間依存性の内皮細胞傷

害が示唆された.

6. 倍菱脳敵中血管内皮細胞は,invivoで血液脳関

門に関連 して起きる様々な現象を理解するための有用な

手段であると考えられた.
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