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Ang(1-7) は抗炎症、抗線維化因子として知られ
ている。本報告では Ang(1-7)が働くことによっ
て M1 優位なマクロファージの極性が阻害さ
れ、M2 への極性の転換が in vivo, in vitro で
進行することが確認された。
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敗血症は全身のあらゆる臓器に障害を与えうる重篤な病態である。敗血症の
発症に関連して、マクロファージが重要な役割を果たす。LPS(グラム陰性菌内
毒素)の様な病原関連分子パターン(PAMPs)を、細胞膜上の TLR4(Toll like
receptor 4)によって感知し、サイトカインや炎症メディエーターを放出し、炎
症性シグナル経路を発動させる。LPS が TLR4 に結合すると、マクロファージ
は M1 に分化し、炎症前反応に関わる。マクロファージの細胞内では、MAPK,
NF-κB, JAK 信号、STAT 経路等の炎症前反応因子(pro-inflammatory related
factor)の活性化がおこる。敗血症の前半では M1 への分化がおそらくは
IFNɤ、GM-CSF といったサイトカインや外来性の LPS の様な細菌毒素の刺激
によって増強される。M1 マクロファージは細胞表面に CD86, CD80,
CD16/32 といった炎症前サイトカインを増加させる能力を有するマーカーを過
剰発現している。炎症性サイトカインには IL-1β, TNFα, HMGB1, IL-12,
IL-18, などがあり、好中球、単球、マスト細胞を遊走させ、敗血症の早期に炎
症反応、組織の破壊を増強する。一方、M2 マクロファージは選択的に活性化
されるマクロファージで、IL-4, IL-13 によって刺激される。細胞表面には、
ARG1, CD163, CD206 といった抗炎症サイトカインの分泌を促すマーカーを
過剰発現している。抗炎症サイトカインには IL-10, TGF-β, CCL-17, CCL-22
などがあり、敗血症、臓器不全による組織破壊を修復し抗炎症反応をもたら
す。
レニン-アンギオテンシン-アルドステロン系(RAAS)は、血圧の維持、恒常
性、血管傷害の再生に関わる基本的な生理機構である。RAAS の典型的な主軸
構成要素であるアンギオテンシン II は、type１Ang II 受容体(AT1)を介して心
臓、循環系、腎臓、を含めた全身臓器の前炎症反応、線維化を誘導する。
RAAS の非典型的な経路の構成要素としてアンギオテンシン変換酵素２
(ACE2)がある。AngII に好親和性を示し、Ang(1-7)に変換する。Ang(1-7)は G
蛋白結合受容体(Mas 受容体)に結合する。この ACE2-Ang(1-7)-Mas 経路は、
典型的な ACE-AngII-AT1 経路のカウンターバランスとなりうるものであり、
典型路に対して反対の効果をもたらす。しかしながら、Ang(1-7)の抗炎症効果
の特異的な役割はよくわかっていない。そしてマクロファージの型の変換と
マクロファージの機能の調整に関する検索はほとんどなされていない。本研究
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では、LPS の刺激による M1/M2 極性の変化、盲腸の結索と穿孔による敗血症
の発症が、Mas 受容体を介した Ang(1-7)の制御によって抑制される過程を検
索した。
結果：①エライザによる定量的な測定の結果、培養細胞に LPS で刺激を与えた時、
Ang(1-7)の量に比例して炎症性サイトカインの減少、抗炎症サイトカインの増加がみ
られた。A779 の量に比例して炎症性サイトカインの増加、抗炎症性サイトカインの
減少がみられた。Mas 受容体は Ang(1-7) の下流で作用しており、その抑制剤
(A779)によって逆の効果がもたらされた。ACE2 は、LPS の刺激によって増加(抗炎
症)するが Ang(1-7)の増加(下流の増加が先行した)にともなって減少、A779 によって
増加に転じた。
②qRT-PCR ならびにフローサイトメトリーによって炎症性、抗炎症性サイトカインの
mRNA、マクロファージ細胞表面の炎症性、抗炎症性マーカーの発現を測定した。
Ang(1-7), A779 によってサイトカイン量と同様の動きを示した。
③ウェスタンイミュノブロットによる Toll like receptor 4 を介する NF-κB ならびに
MAPK 経路関連蛋白量ならびに mRNA 量が Ang1-7 によって、減弱し、A779 によ
って回復するのが観察された。
④CPL (盲腸を腹腔外へ出して遠位を縛って穿刺し、腹腔内に戻す敗血症モデル）にお
いて、CPL に Ang1-7 の腹腔内注入を施したグループでは、血清中の炎症性サイトカ
インα が減少し抗炎症性サイトカインは増加した。ネズミから脾臓を取り出し重量と
大きさを測定し、組織学的に観察すると、CLP 後に Ang1-7 を腹腔内注入したものは
しないものと比較して脾臓の重量低下がみられ、組織学的なスコアリングでは有意に
脾索と被膜の破壊が免れていた
⑤CLP 敗血症モデルのネズミで、Ang1-7 の腹腔内注入後に取り出した脾臓の単一細
胞を利用したフローサイトメトリーによって、M1 マクロファージマーカーは抑制さ
れ、M2 マクロファージマーカーは亢進していた。F4/80 (マウスのマクロファージ同
定に使用、ヒトの CD68)比を検索しマクロファージの集積が緩和されていた。CD86
陽性率が減少し、CD163 陽性率が増加した。
⑥CLP 敗血症モデルのネズミにおいて、Ang1-7 が TLR4 ならびに NF-κB、MAPK
経路に与える影響を観察した。Ang(1-7)によって、TLR4 の抑制が有意に観察され、p65、
p-p65 の発現の減少、P-IκBαの発現の増加が観察された。IκB は NFκB の阻害剤、
p65 は IκB のユビキチン化に関わる。
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方法：ネズミマクロファージの培養細胞(RAW264,7)、に LPS を反応させ、
Ang(1-7)と A-779(Mas 受容体抑制剤)の処置を施す反応系を、①コントロー
ル、②LPS+Ang(1-7)、④LPS+Ang(1-7)+A-779、⑤Ang(1-7)、⑥A-779 の 6
種類を用意し比較した。さらに、CLP によってマウスに敗血症を導入するモデ
ルを作製した。マウスに麻酔を施して開腹し、盲腸を取り出し、弁遠位を結紮
したのち２０ゲージ針で盲腸に穿刺を施し、内容物を腹腔内に漏出させたのち
に腹腔内に戻し閉創した(CLP)。シャム手術グループでは取り出した盲腸に穿
刺を施さず、そのまま腹腔内に戻し閉創した。①コントロール、②シャム手術
＋食塩水注入、③シャム手術+ Ang(1-7)、④CLP+食塩水、⑤CLP+ Ang(1-7)
の５種類のグループを 6 匹ずつで用意し比較した。Ang(1-7)は、閉創後、CLP
操作前ならびにその後３日間毎日一回腹腔内に注入した。食塩水は Ang(1-7)と
同じタイミングで腹腔内に注入した。
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Figure 1: 炎症起因サイトカインと抗炎症サイトカインの効果の ELISA 法による測定。
(A) 炎症起因性サイトカイン TNFα、IL-6 が、マウスマクロファージ培養細胞 RAW264.7 から
分泌されたレベルを、多糖化脂質(LPS)での処理の有無、処理量(100ng/L, 1,000ng/L)、経過時間
の差(6, 12, 24 時間)で比較した。
(B＆C) 炎症起因性サイトカイン TNFα、IL-6 と抗炎症サイトカイン IL-4, IL-10 が RAW264.7
から分泌されたレベルを、LPS、Ang1-7 での処理の有無、処理量(10-6, 10-7, 10-8mol/L)で比較し
た(24 時間後)。
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(D＆E) 炎症起因性サイトカイン TNFα、IL-6 と抗炎症サイトカイン IL-4, IL-10 が RAW264.7
から分泌されたレベルを、LPS、Ang1-7、A779(抗 Mas 受容体)での処理の有無、処理量(10-5,
10-6, 10-7mol/L)で比較した(24 時間後)。
抗 Mas 受容体の量の増加と
抗炎症サイトカインは逆相関

(F) CCK アッセイで処理されたあとの RAW264.7 細胞の多様化を測定し、同細胞に対する細胞
障害性の相違は LPS、Ang1-7、A779 の間で見いだされなかった。
(I) 炎症による刺激で ACE2 量は増加するが、細胞に Ang1-7 が加わると ACE2 量は有意に減
少した。A779(抗 Mas 受容体)によって ACE2 量は有意に増加した。
(J) Mas 受容体蛋
白量は、炎症後に
増加し、Ang1-7 が
加わることによ
って更に増加す
るが、各処理間に
おける有意差は
得られなかった。

(K) 蛍光標識による画像で、RAW264.7 細胞の核と Mas 受容体発現細胞は一致した。
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Figure 2: (A～F)：フローサイトメトリーならびに qRT-PCR による測定
Ang1-7 は炎症起因性サイトカイン(IL-6＆TNFα)の量(A＆B)ならびにその mRNA 量(E＆
F)を有意に減少させ、抗炎症性サイトカイン(IL-4＆IL-10)を有意に増加させた(C＆D)。そ
れらの効果は抗 Mas 受容体(A-779)によって減弱した。
(G～K)：ウェスタンイミュノブロットによる iNOS, TNFα、ARG1、CD163 の測定。Ang17 は M1 マーカーの iNOS, TNFαを抑制したが、M2 マーカーの ARG1, CD163 を促進し
た。

I
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Figure 3:
ウェスタンイミュノブロットによる Toll like receptor 4 を介する NF-κB ならびに MAPK
経路関連蛋白量ならびに mRNA 量が Ang1-7 によって、減弱し、抗 Mas によって回復す
るのが観察された。
MAPK 経路は抗原
の攻撃に対して防
御機構を働かせる
役割を果たし、p38,
JNK, ERK の リ
ン酸化を促進する。
LPS によってそれ
らの促進効果が観
察されたが、逆に
Ang1-7 の 処 置 に
よって抑制される
のが観察された。
p65 は-IκB のユ
ビキチン化に関連
し核内に移動し、
NF κB と 同調 す
る。P-IκB は NF
κB の抑制物質で
あるので、逆の動
きを示した(G)。
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RAW264.7 培養細胞において、
各グループ細胞で NF-κB p65
蛋白の核内移行が蛍光抗体に
よって確認された。
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Figure ４：
CPL (盲腸を腹腔外
へ出して遠位を縛
って穿刺し、腹腔内
に戻す敗血症モデ
ル：F）において、
CPL に Ang1-7 の
腹腔内注入を施し
たグループでは、血
清 中 の IL-6, TNF
α

が減少した

(A,B)。
IL-4 と IL-10
は増加した(C,D)。
ネズミから脾臓を
取り出し重量と大
きさを測定し、組織
学的に観察すると、
CLP 後に Ang1-7 を
腹腔内注入したもの
はしないものと比較
して脾臓の重量低下
がみられ(F)、組織学
的なスコアリングで
は有意に脾索と被膜
の破壊が免れていた
(G)。
脾臓組織のスコアリング：動脈周囲のリンパ鞘細胞密度、リンパ濾胞過形成、辺縁帯の過形
成、赤脾髄のうっ血、胚中心の総数、で判断した(E)。
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Figure 5: CLP 敗血症モデルのネズミで、Ang1-7 の腹腔内注入後
に取り出した脾臓の単一細胞を利用したフローサイトメトリーによ
って、M1 マクロファージマーカー(INOS, TNFα)は抑制され(B,C)、
M2 マクロファージマーカー(ARG1, CD163)は亢進(D,E)していた。
F4/80 (マウスのマクロファージ同定に使用、ヒトの CD68)比を検索
しマクロファージの集積が緩和されていた。CD86 陽性率が減少し、
CD163 陽性率が増加した(A～I)。

蛍光抗体による観察では Ang1-7 の腹腔内注入後の脾臓ではマクロファージの集積が軽減
されていた(J)。
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Figure 6:
CLP 敗血症モデルの
ネズミにおいて、
Ang1-7 が TLR4 な
ら び に NF- κ B 、
MAPK 経路に与える
影響を観察した、
TLR4 の抑制が有
意に観察された。p65、
p-p65 の発現の減少、
P-IκBαの発現の増
加が観察された(A～
J)。
採取された脾臓 組
織の免疫染色標本 に
おいて、p65 の核内移
行が減少している の
が観察された(K,L)
IκB は NFκB の
阻害剤、p65 は IκB
のユビキチン化に関
わる。
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結語：本研究によって Ang(1-7)は Mas 受容体を介して M1 様マクロファージの活動を抑
制し M2 マクロファージへの極性の転換をもたらすことがわかった。Toll like 受容体なら
びに関連する NF-κB、MAPKs 経路の制御を通して炎症を抑えることから、ACE-Ang(17)-Mas 経路は、マクロファージ関連の炎症性疾患の治療に将来的に役立つ可能性があると
考えられる。
Mas：mitochondrial assembly receptor
ACE2/Ang-(1–7)/MasR axis

と腫瘍発生の関連

は多くの報告で、増殖能、浸潤、腫瘍血管の新生、EMTを抑え、抗腫瘍

効果に関連すると考えられているが、いくつかの報告では相反する結果がもたらされている。
In renal cell carcinoma, Ang-(1–7) promoted migration and invasion in a manner dependent on MasR-induced
Akt activation (Zheng et al., 2015).
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