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Transcriptional regulation of hepcidin  

by molecules mediating inflammatory responses 

（炎症反応仲介分子によるヘプシジン転写の調節） 
Yohei Kanamori  

（金森 耀平） 

 

Chapter I: General introduction（緒論） 

鉄はトランスフェリン結合態として血中を輸送される。トランスフェリン鉄は、主に、

骨髄における赤血球新生の過程で、ヘモグロビンの原料として使用される。一定期間が経過

し劣化した赤血球は、脾臓にてマクロファージにより貪食され、鉄が回収される。回収され

た鉄は、血液中へ放出され、トランスフェリン鉄として再利用される。体内には調節性の鉄

排泄機構が存在しないため、マクロファージからの血液中への放出と、食餌由来鉄の腸管吸

収により、鉄恒常性は維持される。 

肝臓で発現するヘプシジンは鉄恒常性を司るホルモンである。ヘプシジンはマクロフ

ァージや小腸上皮細胞に作用し、血液への鉄の移行を抑制することで、血中鉄濃度を負に制

御する。ヘプシジン産生は、主に転写により決定される。体内鉄量の増加に応じてヘプシジ

ン発現が誘導されることで、血中鉄濃度が負に制御され、鉄恒常性が維持される。一方、炎

症もまたヘプシジン発現を亢進させる要因の一つであり、炎症性貧血発症の一因となる。炎

症性貧血は、摂取鉄の不足を原因とする鉄欠乏性貧血に次いで多い貧血であり、感染症や炎

症性疾患において併発することが多い。特に、炎症性貧血は、入院患者の貧血として最も多

く認められるものであり、致死率の上昇や予後不良と関連する。 

分泌性タンパク質である transforming growth factor（TGF）-ファミリーによるシグ

ナル伝達は、固有の細胞表面受容体を介して駆動される。TGF-ファミリーの作用発現に

は、I 型受容体と II 型受容体がともに必要であり、リガンドの結合に伴い II 型受容体と I

型受容体が複合体形成し、II型受容体により I型受容体がリン酸化される。リン酸化により

活性化された I型受容体は、細胞内タンパク質Smadをリン酸化する。リン酸化されたSmad
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は核移行し、標的遺伝子のプロモーター領域に結合することで転写調節を行う。TGF-ファ

ミリーは TGF-、アクチビン、及び bone morphogenetic protein（BMP）の 3つのサブフ

ァミリーに大別される。各リガンドに固有の受容体複合体の活性化を介して、TGF-ならび

にアクチビンは Smad2 と Smad3（Smad2/3）のリン酸化を誘導するのに対し、BMP は

Smad1、Smad5、及び Smad8（Smad1/5/8）のリン酸化を誘導するとされている。体内鉄

量によるヘプシジン発現の調節は、BMPシグナルにより仲介される。体内鉄量が増加する

と、肝臓においてBMP6の発現が亢進する。BMP6によりリン酸化が誘導された Smad1/5/8

が、ヘプシジンプロモーターにおける 2か所の BMP応答領域（BMP-RE1, 2）に結合する

ことで、ヘプシジン転写を亢進する。 

炎症によるヘプシジン発現誘導機構の一つとして、炎症性サイトカイン interleukin（IL）

-6による signal transducer and activator of transcription（STAT）3シグナルを介した機構が知

られている。IL-6によりリン酸化が誘導されたSTAT 3がヘプシジンプロモーター上のSTAT

結合サイト（STAT-BS）に結合することで、ヘプシジン転写は亢進する。しかしながら、IL-

6 以外のサイトカインや STAT3 シグナル以外のシグナル経路に依存した炎症によるヘプシ

ジン発現誘導機構については未解明な点が多い。本論文では、炎症により活性化される転写

因子 activator protein-1（AP-1）群、及び、炎症性サイトカインであるアクチビン Bある

いは IL-1が、ヘプシジン発現を誘導する機構の詳細を解明することを目的とした。 

 

Chapter II: The regulation of hepcidin expression by serum treatment: requirements of the BMP 

response element and STAT- and AP-1-binding sites（血清処理によるヘプシジン発現の調節：

BMP応答領域、STAT結合サイトおよび AP-1結合サイトの関与） 

血清刺激はAP-1の発現誘導ならびに活性化を誘導する典型的な方法である。本章では、

血清刺激がヘプシジン発現に及ぼす影響を調べ、炎症により活性化される AP-1とヘプシジ

ン発現の関係性を明らかにすることを目的とした。ラット肝臓からコラゲナーゼ灌流法に
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より肝実質細胞を分離し、初代培養を行い、遺伝子発現やタンパク質の発現の解析を行った。

また、HepG2 ヒト継代肝細胞にヘプシジンプロモーターのレポーター遺伝子を導入し、転

写活性の評価を行った。 

血清刺激に伴い、ラット初代肝実質細胞において、ヘプシジン遺伝子発現が誘導された。

HepG2 細胞において、血清刺激を行った場合においても、ヘプシジンプロモーターの転写

活性亢進が認められた。 

ヘプシジンプロモーター上に存在する STAT-BSと AP-1が結合可能な配列 TREを同時

に変異させることで、血清刺激に対する応答性が消失したことから、STAT-BS と TRE が

協調的に作用してヘプシジン転写を活性化することが示唆された。AP-1転写因子群である

c-fosならびに junBは血清刺激に伴って遺伝子発現が亢進した。c-fosあるいは junBを遺伝

子導入により過剰発現させることで、血清によるヘプシジン遺伝子発現亢進が増強され、

一方で c-fos、junBの機能喪失変異型を遺伝子導入すると血清応答が低下したことから、血

清刺激によるヘプシジン転写の亢進には c-fos、junB の発現亢進が関与することが明らか

になった。 

血清処理により Smad1/5/8のリン酸化の亢進は起こらなかったが、ヘプシジン転写の誘

導は、BMP-RE1を変異させると抑制された。したがって、Smad1/5/8による BMP-RE1を介

した転写調節が血清応答に不可欠であることが示唆された。 

 

Chapter III: Regulation of hepcidin expression by inflammation-induced activin B（炎症により誘導

されるアクチビン Bを介したヘプシジン発現の調節） 

炎症時の肝臓におけるアクチビン B 産生細胞を明らかにするために、LPS を投与し炎

症反応を誘導したラットの肝臓から、コラゲナーゼ灌流法と密度勾配遠心法により、肝実質

細胞画分、ならびに、血管内皮細胞・クッパー細胞（肝臓マクロファージ）画分を分画した。

血管内皮細胞・クッパー細胞画分にて、強いアクチビン B 遺伝子発現が認められたことか
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ら、血管内皮細胞あるいはクッパー細胞が、炎症下の肝臓におけるアクチビン B 産生細胞

であることが明らかになった。 

過去の報告同様、アクチビン Bはヘプシジン遺伝子発現を誘導した。アクチビン Bに

より Smad2/3のみならず、ヘプシジン発現誘導に関わる Smad1/5/8のリン酸化も確認され、

典型的なアクチビンシグナルと BMPシグナルの両方が活性化された。HepG2細胞において

発現する BMP I 型受容体のひとつ ALK2 をノックダウンすると、アクチビン B による

Smad1/5/8 のリン酸化ならびにヘプシジンプロモーターのアクチビン B 応答性が抑制され

た。一方で、もうひとつの BMP I型受容体 ALK3のノックダウンは、Smad1/5/8ならびにヘ

プシジンプロモーターのアクチビン B 応答性に影響を及ぼさなかった。通常、アクチビン

は II型受容体として、ActRIIAあるいは ActRIIBを利用し、BMPは ActRIIA、ActRIIBもし

くは BMPRIIを利用する。このうち、ActRIIAをノックダウンした場合においてのみ、ヘプ

シジンプロモーターならびに Smad1/5/8 のリン酸化におけるアクチビン B 応答が阻害され

た。したがって、アクチビン Bは、ActRIIA を II型受容体、アクチビン B受容体として認

知されていなかった ALK2を I型受容体として利用して、Smad1/5/8シグナルを活性化する

ことにより、ヘプシジン転写を誘導することが明らかになった。 

BMP2による Smad1/5/8のリン酸化ならびにヘプシジン発現の誘導は、BMP I型受容体

阻害剤 LDN-193189により抑制されたのに対して、アクチビン Bによる Smad1/5/8のリン酸

化ならびにヘプシジン発現の誘導は抑制されなかった。したがって、アクチビン B により

活性化される ALK2-ActRIIA複合体は、未知の機構により、LDN-193189に対して抵抗性を

示すことが示唆された。 

 

Chapter IV: Interleukin-1 transcriptionally activates hepcidin by inducing CCAAT-enhancer-binding 

protein  expression in hepatocytes（インターロイキン-1βは、肝実質細胞において、CCAATエ

ンハンサー結合タンパク質 δの発現を誘導し、ヘプシジン転写を活性化する） 
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HepG2細胞ならびにマウス初代肝実質細胞では、IL-1によりヘプシジン遺伝子発現が

誘導され、過去の報告の結果と一致した。IL-1によるヘプシジン発現誘導はタンパク質合

成阻害剤であるシクロヘキシミドの存在下で遮断されたことから、IL-1により発現誘導さ

れるタンパク質が、ヘプシジン発現誘導に必要であることが示された。 

プロモーターの長さを転写開始点に向けて短縮したレポーター遺伝子群を利用し、ヘ

プシジンプロモーターにおける IL-1応答配列を解析した結果、CCAAT-enhancer binding 

protein（C/EBP）ファミリーの結合配列（C/EBP-BS）が IL-1によるヘプシジン転写の誘導

に必要な配列であることが示唆された。IL-1が C/EBPファミリーの発現に及ぼす影響を調

べた結果、C/EBPの発現が IL-1により亢進した。IL-1によるヘプシジンならびに C/EBP

の発現誘導は、NFB 阻害剤 BAY-11-7085 により遮断されたことから、両者は NFB 依存

的に誘導されることが明らかになった。C/EBP遺伝子のノックダウンにより IL-1によるヘ

プシジン発現の誘導は抑制された。さらに、オリゴ DNAプルダウンアッセイの結果、C/EBP-

BSに結合する C/EBPは IL-1存在下で増加することが示された。したがって、IL-1により

発現が亢進した C/EBPがプロモーターへの結合を通してヘプシジン発現を誘導すると考え

られた。 

C/EBP-BSの配列には種差がある。マウスプロモーターの C/EBP-BSをヒト、ラット、

イヌの該当配列に交換すると IL-1誘導性のヘプシジン転写の誘導はラット C/EBP-BSに交

換した場合において低下し、ヒトもしくはイヌの配列に交換した場合にはマウスと同程度

の転写誘導が起こった。一方、ラットプロモーターの C/EBP-BSをマウスの該当配列に交換

すると誘導が増強された。さらに、ラット初代肝実質細胞では IL-1により C/EBPの発現

量は上昇したが、IL-1処理 24時間後にはヘプシジン発現量の低下が起こった。これらの結

果から、ラットのヘプシジンプロモーターは C/EBPに対する反応性が低いために、IL-1に

よるヘプシジン発現誘導が起きにくい可能性が示唆された。 

炎症時の肝臓におけるサイトカイン産生細胞であるクッパー細胞によるヘプシジン発
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現の誘導機構について明らかにするために、クッパー細胞のモデルとして RAW264.7 継代

系マクロファージを LPS 処理し活性させ、通常状態あるいは活性化状態のマクロファージ

の培養上清を調製して、マクロファージ培養上清下で HepG2細胞を培養した。活性化マク

ロファージ上清によるヘプシジン発現の亢進は BAY-11-7085、もしくは、C/EBP発現のノ

ックダウンにより抑制された。さらに、C/EBP-BSの変異によりプロモーターの応答性が遮

断された。LPSで RAW264.7細胞を処理すると、IL-1 mRNAの発現亢進が確認されたこと

から、クッパー細胞の活性化により IL-1産生が亢進し、その結果、肝実質細胞におけるヘ

プシジン発現が誘導されることが示唆された。 

 

Chapter V: Conclusion (結論) 

本論文では、第 1 に、炎症により誘導される AP-1 は、プロモーター上の TRE を介し

てヘプシジン転写を誘導すること、また、同じく炎症により活性化される STAT3と AP-1が

協調的に作用して、ヘプシジン発現を亢進することが明らかになった。第 2に、炎症時に肝

臓で発現が亢進されるアクチビン B は、内皮細胞やクッパー細胞により産生されること、

アクチビン Bは肝実質細胞膜表面の ALK2と ActRIIAを介して、BMP様シグナルを誘導す

ることにより、ヘプシジン発現を誘導することが明らかになった。第 3 に、IL-1は NFκB

シグナルを介して、転写因子 C/EBPδの発現を誘導し、C/EBPδがヘプシジンプロモーター

に結合することで、ヘプシジン発現誘導に至ることが示された。 

本論文で得られた知見は、ヘプシジンにより誘導される炎症性貧血発症機構に関して、

新しい知見を提供するものであり、炎症性貧血の予防法や治療法の開発に寄与するもので

ある。また、ヘプシジンプロモーターにおける C/EBP-BSの種による相違がヘプシジン転写

調節に影響を及ぼすことを示した本論文の知見は、鉄代謝調節機構の種差を示唆しており、

イヌなどの伴侶動物でも知られている炎症性貧血の病因解明を介した獣医学あるいは動物

生産科学への応用も期待される。 




