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研究成果の概要（和文）：本研究は、炎症環境下における腸管マクロファージ細胞内の鉄動態を解析し、細胞内
鉄制御機構の異常と炎症性腸疾患の病態との関連を明らかとすることを目的とした。DSS誘発大腸炎モデルマウ
スにおいて、腸管マクロファージ細胞内のferritinは、細胞外鉄輸送タンパクであるferroportin-1の発現亢進
を伴い、一過性に増加した。マウス骨髄由来マクロファージを用いた検討では、Ferroportin1のknock downによ
りLPS刺激後のIL-12p40分泌量が低下した。IL-12p40の低下はferroportin-1の発現を制御する転写因子Nrf2を介
した間接的結果である可能性が考えられた。

研究成果の概要（英文）：The aim of this study was elucidating the intracellular iron dynamics in 
intestinal macrophages under inflammatory conditions and unveiling the contribution of disrupted 
iron regulatory mechanism in intestinal macrophages to the pathophysiology of IBD. Using DSS induced
 acute colitis mouse model, we demonstrated intestinal inflammation increased the expression of 
ferritin in intestinal macrophages which was followed by the increased expression of ferroportin-1, 
an iron exporter. In the in vitro experiments using bone marrow-derived murine macrophages, we found
 decreased IL-12p40 production in Ferroportin1 knock down macrophages compared to the controls after
 stimulation with LPS. Suppressing ferroportin1 might affect the expression of Nrf2, a 
transcriptional factor which regulates ferroportin-1 expression and was recently reported to 
directly suppress the production of proinflammatory cytokines in macrophages and result in the 
decreased Il12b expression.

研究分野： 炎症性腸疾患

キーワード： 鉄　マクロファージ　炎症性腸疾患
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
炎 症 性 腸 疾 患 （ inflammatory bowel 

disease：IBD）は再燃と寛解を繰り返す原因

不明の腸管炎症性疾患である。患者の多くは

生涯に亘る内科治療を余儀なくされるが、本

邦において患者数は増加の一途を辿ってお

り、医学的にも、医療経済学的にも早期の病

態解明と新規治療法開発が望まれている。

IBD の病態の全容は未だ明らかとはなって

いないが、遺伝的要因を背景として、食事抗

原や腸内細菌などの腸内抗原に対する過剰

な腸管免疫応答が深く関与している。腸管免

疫応答に関与する様々な細胞の中でも、腸管

マクロファージ（Mφ）の機能異常は腸炎の

発症や進展に重要な役割を果たしており、実

際に腸内抗原に反応して活性化 Mφから多

量 に 分泌さ れ る炎症 性 サイト カ イ ン

TNF-alphaや IL-12/23に対する抗体製剤は、

IBD に有効な治療薬として既に確立されて

いる。すなわち、腸管 Mφ機能異常の解明は、

IBD の病態解明に極めて重要であると考え

られる。 

近年、Mφ細胞内の鉄濃度が、炎症性サイ

トカインの発現に関与する事が明らかとな

ってきた。Mφ細胞内から細胞外への鉄輸送

には ferroportin-1（Fpn-1）と呼ばれる細胞

外鉄輸送蛋白が必須であるが、Wang らは

Fpn-1 の発現が亢進するヘモクロマトーシス

のモデルマウスを用いて、Mφ細胞内からの

鉄排泄により Mφからの TNF-alpha、IL-6

の産生が低下する事を明らかとした（Wang 

L et al. J Immunol 2008）。一方で、Zhang

らは Mφ特異的な Fpn-1 欠損マウスを用い

て、Mφ細胞内の鉄蓄積によって、これら炎

症性サイトカインの発現が亢進する事を示

した（Zhang Z et al. Blood 2011）。すなわち、

Fpn-1 を介した Mφ細胞内の鉄濃度調節は、

炎症性サイトカインの発現制御に重要であ

ると考えられる。 

以上の知見より申請者らは、腸管 Mφにお

ける Fpn-1 を介した細胞外鉄輸送の障害は、

Mφ細胞内への鉄蓄積を誘因として過剰な炎

症性サイトカインの分泌を惹起し、IBD の病

態に関与している、という仮説を立てた。炎

症環境下において、細網内皮系細胞である M

φの細胞内に鉄が蓄積する事は以前から知

られており、腸炎に伴い腸管 Mφ細胞内に蓄

積し得る鉄は、Mφからのサイトカイン分泌

を促して粘膜防御に寄与している可能性が

考えられる。興味深いことに、Mφにおける

Fpn-1 発現を制御する転写因子 Nrf2 は IBD

の疾患感受性遺伝子の一つとして報告され

ており、更に Nrf2 欠損マウスは DSS 投与に

より野生型マウスと比較して重篤な腸炎を

発症する事が報告されている。これらの知見

から、腸管 Mφにおける Fpn-1 を介した細胞

外鉄輸送の障害は、Mφからの過剰な炎症性

サイトカイン分泌を介して IBD の病態に関

与している可能性が疑われる。 

 
２．研究の目的 
本研究は、腸管 Mφ細胞内における鉄動態が

Mφ機能に与える影響を検討し、Mφ細胞内

鉄制御機構の異常と IBD の病態との関連を

明らかとすることを目的とした。 

 
３．研究の方法 
(1) 炎症環境下における腸管 Mφ細胞内の鉄 

動態とその制御メカニズムの解明 

炎症環境下において、細網内皮系細胞であ

る Mφの細胞内に鉄が蓄積する事は以前か

ら知られているが、腸炎に伴い腸管 Mφ細胞

内の鉄濃度がどのように変化するのかは、全

く分かっていない。本研究では以下のマウス

腸炎モデルを用いて腸管 Mφ細胞内鉄動態

の評価を行い、腸炎が腸管 Mφ細胞内の鉄動

態に与える影響を検討する。 

① 急性腸炎：8週齢の C57BL/6JJcl に 5日 

間 1.5% DSS を投与して急性腸炎を誘導する。

DSS 投与後 0、5（急性期）、14 日目（回復期）

に マ ウ ス を 屠 殺 し 大 腸 を 摘 出 、



EDTA/Collagenase処理後にPercoll密度勾配

遠心法によって粘膜固有層単核細胞を分離

し、MACS によって CD11b 陽性 Mφを磁気細胞

分離する。 

② 慢性腸炎：6週齢の Rag2 欠損マウスへ 

C57NL/6JJcl マウスの脾臓より磁気細胞分離

した CD3陽性 CD62L 陽性 T細胞を腹腔内投与

し、慢性腸炎を誘導する。T 細胞移入 4 週後

にマウスを屠殺し、上記の如く CD11b 陽性 M

φを単離する。 

細胞内の ferritin は細胞内鉄濃度を反映す

る事から、本研究では細胞内鉄濃度の指標に

ferritin を用いる。単離された CD11b 陽性 M

φから RNA、蛋白を抽出、ferritin の発現を

リアルタイム PCR とウェスタン・ブロッテ

ィングにより評価する。 

(2) Mφ細胞内の鉄蓄積がサイトカイン産生 

能に与える影響の検討 

 Fpn-1 の欠損により Mφ細胞内に鉄が蓄積

することを、マウス骨髄由来マクロファージ

(Bone marrow-derived macrophage, BMM）

を用いて、in vitro で確認する。shRNA によ

る Ferroportin1 の knock down（KD）を行

う。Mφ細胞内への鉄蓄積が、炎症性サイト

カインの発現に与える影響を検討するため、

鉄供給下に培養を行い、LPS 刺激により分泌

される TNF-alpha、IL-12p40、IL-10 の量を

ELISA 法にて測定する。 

(3) 腸管 Mφ細胞内の鉄蓄積が腸炎に及ぼす 

影響の検討 

Fpn-1 の欠損によって腸管 Mφ細胞内に過

剰な鉄が蓄積することを、Fpn-1 欠損マウス

を用いて確認する。さらに、Fpn-1 欠損マウ

スに腸炎を誘導することにより、腸管 Mφ細

胞内の鉄蓄積が腸炎に及ぼす影響を検討す

る。 

(4) IBD 患者における鉄関連遺伝子の異常の 

解明 

近年のゲノムワイド関連解析によりNrf2を

含めた多くの IBD 疾患感受性遺伝子が明ら

かとなった。しかし、先天的なゲノム異常だ

けでは IBD の病態を十分に説明する事は難

しく、環境因子などの後天的要因がエピジェ

ネティックに遺伝子発現を調節し、IBD の病

態を修飾している可能性が示唆されている。

本研究では、IBD 患者の腸管手術検体を用い

て腸管 Mφを単離し、Fpn-1、Nrf2 遺伝子の

発現を比較すると共に、DNA メチル化の解

析によって、これらの遺伝子発現に影響し得

るエピジェネティックな変化を評価する。 

IBD 患者の腸管手術検体より用手的に粘膜

層を剥離、EDTA/Collagenase/DNase 処理に

より腸管粘膜層単核細胞を分離する。IBD 患

者の腸管ではCD14陽性CD33陽性Mφが増

加しており、これらの Mφは CD14 陰性

CD33陽性Mφと比べて高い炎症性サイトカ

イン産生能を有する事が報告されている。そ

こで本研究では、腸管粘膜層単核細胞より

CD14 陽性 CD33 陽性 Mφを MACS にて磁

気細胞分離し、鉄関連遺伝子の発現について

CD14 陰性 CD33 陽性 Mφと比較する。得ら

れた結果と臨床データの相関解析を行う事

により、炎症環境下に誘発される腸管 Mφの

細胞外鉄排泄機構の異常が、治療反応性や病

勢増悪などの臨床経過にどのような影響を

与え得るのかを統計学的に評価する。 
 
４．研究成果 

(1) 炎症環境下における腸管 Mφ細胞内の鉄 

動態とその制御メカニズムの解明 

C57BL/6JJc1（WT）マウスに 1.5%のデキ

ストラン硫酸（DSS）を 5 日間投与し、急性

腸炎モデルを作成した。Day8 にマウス屠殺

し、腸管粘膜固有層単核細胞（LPMC）から

磁気ビーズを用いて単離した CD11b 陽性腸

管 Mφ細胞内の ferritin を western blotting

法にて評価したところ、コントロール（DSS

投与なし）と比較して高い発現が見られた。

同モデルにおける鉄調節分子 Fpn-1 の発現

を確認するため、Fpn-1 の発現を同様に評価

したところ、腸炎急性期の腸管 Mφにおいて



は Fpn-1 の発現が亢進している事が明らか

となった（図 1）。遺伝子レベルでの経時的変

化を real-time PCR で評価したところ、

Ferroportin1 の発現は、腸炎急性期に一過性

に上昇し、腸炎回復期（Day12）には低下す

る事が分かった。 

 

図 1. デキストラン硫酸ナトリウム（DSS）誘発大腸

炎モデルマウスの大腸粘膜と脾臓における

ferritin, ferroportin-1 の発現.  

同様の検討を慢性腸炎モデルで行うため、

Rag2 欠損マウスに WT マウスの CD3 陽性

CD62L 陽性 T 細胞を腹腔内投与し、慢性腸

炎モデルを作成した。炎症の持続する腸管で

は、腸管 Mφ細胞内への鉄蓄積が持続してい

る事が予測されたが、予想に反して腸管 Mφ

細胞内の ferritin は腸炎マウス（Transfer 群）

において、対照群と比較して明らかな低下を

認めた（図 2A）。さらに、遺伝子レベルでの

検討において、Ferroportin1 は腸炎マウスに

おいて発現低下を示す一方で、 Fpn-1 の転

写調節因子であるNrf2の発現はup-regulate

されていた（図 2B）。 

 
図 2. T 細胞移入大腸炎モデルマウスの大腸粘

膜と脾臓における ferritin, ferroportin-1, Nrf2 の

発現. N=3 for each group. P value determined by 

Mann-Whitney test. WT, wild type（野生型）マ

ウス; Rag2-/-, Rag2 欠損マウス 

これらの結果が、腸炎発症早期の段階から

持続するものであるのか、或いは腸管 Mφ細

胞内に蓄積した鉄を排泄するための変化の

過程を見ているのかを判別するためには、今

回検討した time point（T 細胞移入 7 週後）

よりも早期の段階から鉄関連分子の動態を

評価する必要があると考えられ、今後の検討

を要する。 

(2) Mφ細胞内の鉄蓄積がサイトカイン産生 

能に与える影響の検討 

Ferroportin1 knock down（KD）に必要な

lentivirus を作成する間に、まずは WT-BMM

を鉄供給化に培養する事により、サイトカイ

ン分泌能に変化を生じるかどうかを検討し

た。BMM を Day0 より 100M の ferrous 

sulfate（FS）の存在下/非存在下に培養し、

Day7 に LPS 100ng/ml による刺激を行い、

経時的に Il12b, Il10の発現をqPCRにて評価

した。この結果、FS の有無はサイトカイン

の発現に影響を与えなかった。刺激 24 時間

後の medium 上清を用いて IL-12p40 の分泌

量を ELISA にて測定したが、やはり両群間

には差を認めなかった。次に、Ferroportin1 

KD-BMM を用いて、同様の検討を行った。

FS の追加は刺激前日の Day6 に行い、Day7

に 100ng/ml LPS による刺激を行った。

KD-BMM では細胞内鉄蓄積に応じて炎症性

サイトカインの発現・分泌亢進が予想された

が、予想に反して、KD-BMM では Il12b 発

現が低い傾向が見られた（図 3A）。刺激 12

時間後の medium 上清を用いた ELISA の結

果でも、同様の傾向が見られた（図 3B）。KD

後の surviving cell count には scramble, 

target shRNA 間で差があることが予想され

たため、タンパク濃度を測定し得た検体にお

いては濃度による補正も行ったが、この傾向

は変わらなかった。近年、Ferroportin1 の転



写調節因子である Nrf2 が、Mφにおける炎

症性サイトカインの発現を直接抑制する事

が報告された（Kobayashi EH et al. Nat 

Commun. 2016）。今回の検討では Nrf2 の発

現を評価していないが、ferroportin1 KD が

Nrf2 の発現に影響を与えた可能性は否定し

得ず、今後検討を要すると考えられた。 

 

図 3. マウス骨髄由来 Mφにおける (A) LPS 刺

激後の IL-12p40 の発現と（B）刺激 24 時間後の

IL-12p40 分泌量. N=3 for each group. KD, 

knock down; FS, ferrous sulfate 

 

(3) 腸管 Mφ細胞内の鉄蓄積が腸炎に及ぼす 

影響の検討 

上記検討において、当初の予測と異なる結

果が得られたため、遺伝子欠損マウス用いた

実験は延期とした。 

(4) IBD 患者における鉄関連遺伝子異常の解 

明 

潰瘍性大腸炎の患者2名の手術検体よりLPMC

を分離し、CD33 陽性 Mφを単離、cell pellet

の状態で凍結保存した。さらなる検体集積の

上での解析を要する。 
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