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研究成果の概要（和文）： 

高等動物の組織内で変換・生成されるビタミン K（メナキノン-4、以下 MK-4）の変換機構と

生理的意義の解明を目的として、MK-4 の新しい作用（抗炎症効果、性ホルモン産生調節）とビ

タミン K3 から MK-4 への変換の分子機構を解析した。MK-4 処理によって炎症シグナルを仲介す

る分子の活性化が阻害され、性ホルモン産生を活性化させるリン酸化酵素の活性化が明らかに

なった。また、MK-4 変換には昨年報告のあった酵素の必須性が再確認された。 

 

研究成果の概要（英文）： 

We analyzed the physiological role of de novo synthesized menaquinone-4 (MK-4) in mammal, 

and also molecular mechanism of anti-inflammation and regulation of steroidogenesis by 

MK-4.  
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１．研究開始当初の背景 

ビタミン K は、2-メチル-1,4-ナフトキノ

ンを基本骨格として、天然型としてフィロキ

ノン（ビタミン K1）とメナキノン類（ビタミ

ン K2）が存在する。ビタミン Kは高等動物に

おいて血液凝固因子や骨タンパク質の活性

化（グルタミン酸残基のγ-カルボキシル

化:Gla 化）に必須の微量栄養素である。その

組織分布を見ると、血液凝固因子の産生の場

である肝臓や骨組織以外に脳、生殖腺、膵臓

などに多量に含まれており、それらの臓器に

おいて未知の作用を発揮している可能性が

示唆されている。一方、脳、生殖腺に含まれ

るビタミン K のほとんどは、ビタミン K2 の

ひとつであるメナキノン-4（MK-4）であるが、

ヒトを含め動物組織内において、他のビタミ

ン K類から変換・生成されたものであること

が明らかとなっている。近年になり、MK-4 が

特異的に有する作用が報告されている。即ち、

破骨細胞、前骨髄性白血病細胞、肝癌細胞へ

のアポトーシス誘導、核内受容体 PXR のリガ

ンド活性、などである。我々は、組織中のビ

タミン K含量に依存して発現量が変化する

遺伝子を指標として、MK-4 の新規作用の検

索を行い、MK-4 が炎症性サイトカインの産

生を抑制することによって、抗炎症作用を
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示すこと、さらに、精巣中の MK-4 量とテス

トステロン産生との間に正の相関関係が見

られ、ビタミン K欠乏時には、血漿中のテ

ストステロン濃度が低下することをはじめ

て見出した。しかし、これらの作用の分子機

構については十分に明らかにされていない。 

 

２．研究の目的 

本研究では、培養細胞における MK-4 変換、

核内受容体 PXR を介した遺伝子発現調節機

構、我々によって見出された MK-4 の新しい

作用（抗炎症効果、ステロイドホルモン産

生調節）の分子機構の解析を通じて、組織

内 MK-4 生成機構とその生理的意義につい

て解析を行った。 

 

３．研究の方法 

（１）抗炎症作用の作用点の解析 

マクロファージ様細胞に分化させたヒト

由来 THP-1 細胞、およびマウス由来 RAW 細胞

を MK-4 で 24 時間処理した後、リポポリサッ

カライド（LPS）で刺激した。一定時間後、

細胞から総 RNA、総タンパク質を調製し、炎

症性サイトカインの mRNA 量を定量 RT-PCR 法

で、LPS 刺激のシグナル伝達に関わるタンパ

ク質量をウエスタンブロット法により測定

した。また、シグナル分子の複合体形成の有

無を共免疫沈降法により解析した。 

 

（２）ステロイドホルモン調節機構の作用点

の解析 

マウスおよびラット精巣由来細胞（I-10、

R2C）を MK-4 で処理し、培養液中に分泌され

るテストステロンを ELISA 法で測定した。ま

た、MK-4 で処理した後、細胞から総タンパク

質を調製し、ステロイドホルモン産生に関わ

るタンパク質の発現量をウエスタンブロッ

ト法により解析した。 

 

（３）PXR のリガンド活性 

ヒト大腸癌由来 LS180 細胞を MK-4 で処理

し、PXR 標的遺伝子のｍRNA 量を定量 RT-PCR

法によって測定した。また、ヒト MDR1 遺伝

子プロモーター上の PXR結合配列を有するレ

ポーター遺伝子を作成し、レポーター活性に

及ぼす MK-4 の影響を解析した。 

 

４．研究成果 

（１）抗炎症作用の作用点の解析 

THP-1 細胞を MK-4 存在下で、LPS 刺激した

場合、LPS によって誘導される炎症性サイト

カインの発現量がコントロール（MK-4 非存在

下）に比べ有意に減少した。LPS は転写因子

NFκB の活性化を介して炎症性サイトカイン

を誘導することから、NFκB の活性化経路に

おける MK-4 の作用点を解析したところ、LPS

刺激による IKKα/βのリン酸化が著しく阻

害されていた（Fig. 1）。一方、TAK1 のリン

酸化が阻害されないことから、TAK1 による

IKKα/βの基質としての認識が阻害されて

いることが示唆された。IKK は 3 つのサブユ

ニット（α、β、γ）からなり、γサブユニ

ットが TAK1 との相互作用に必要である。そ

こで、MK-4 処理が IKK の複合体形成に与える

影響を免疫沈降法により解析した。その結果、

MK-4処理はIKK複合体形成に影響を与えなか

った。このことから、MK-4 は IKK のユビキチ

ン化を阻害している可能性が示唆された。

MK-4 の側鎖構造体であるゲラニルゲラニオ

ールも、MK-4 と同様に LPS 誘導の炎症性サイ

トカインの発現量を低下させることを確認

した。しかし、作用点について解析したとこ

ろ、IKKα/βのリン酸化阻害ではなく、さら

に上流のシグナル分子への影響が見られた。

このことから、MK-4、GGOH ともに抗炎症作用

を示すものの、その作用機構が異なることが

明らかになった。 

 

（２）ステロイドホルモン調節機構の作用点

の解析 

I-10 細胞を MK-4 で処理した場合、培地中

に分泌されるテストステロン量が MK-4 の処

理濃度に依存して増加することが明らかに

なった。また、このテストステロン分泌上昇

は cAMP 非依存的に起ること、タンパク質 Gla

化の阻害剤であるワーファリンで阻害され

ないことから、MK-4 の未知の作用によって、

テストステロン産生が上昇することが示唆

された。さらに、この作用は他のビタミン K2

同族体では弱いながら検出されるものの、ビ

タミン K1 では見られないことから、メナキ

ノン類特有の作用であることが示唆された。 

また、GGOH をラットに給餌し、テストステロ

ン産生に及ぼす影響を解析したところ、血漿

テストステロン値の上昇が観察された。また、

I-10 細胞を GGOH 処理した場合、培地中への

テストステロン分泌量が上昇した。以上のこ

とから、MK-4 で見られたテストステロン産生
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上昇には、MK-4 のもつゲラニルゲラニル基の

関与が示唆された。 

 

（３）PXR のリガンド活性 

LS180 細胞をリファンピシン、または MK-4

で 24 時間処理し、PXR の標的遺伝子である

MDR1、および CYP3A4 mRNA 量を測定した。そ

の結果、リファンピシンでは両遺伝子の発現

上昇が観察された。一方、MK-4 処理では MDR1 

mRNA は上昇したが、CYP3A4 mRNA は変化しな

かった。このことから、本細胞において、MK-4

は遺伝子選択的な発現誘導を行うことが示

唆された。次に、MDR1 の PXR 結合配列を有す

るレポーター遺伝子を作製し、MK-4 がレポー

ター遺伝子活性に及ぼす影響を解析した。レ

ポーター遺伝子を LS180 に導入後、MK-4 処理

し、ルシフェラーゼ活性を測定すると、MK-4

の添加量に依存したルシフェラーゼ活性の

上昇が見られた。このことから、MK-4 による

MDR1遺伝子の活性化はPXRを介した発現上昇

であると推察された。次に、同様の実験系を

用いて MK-4 以外のビタミン K 同族体につい

て検討すると、ビタミン K1 ではレポーター

遺伝子の活性化は見られなかったが、MK-3 を

用いた場合、MK-4 と同程度のレポーター活性

の上昇が観察された。また。側鎖の長い MK-7、

MK-9 においては、若干上昇傾向は見られたが、

有意な変化ではなかった。これらのレポータ

ー遺伝子の活性化の違いが、細胞へ取り込ま

れるビタミン K量に依存している可能性があ

ったことから、添加後の細胞内ビタミン K 量

を測定した。その結果、MK-3 については MK-4

の約 2倍の取り込み量であったが、K1、MK-7

は MK-4 とほぼ同程度であった。レポーター

活性の結果と併せて判断すると、MK-3、MK-4

は PXR のリガンドとして機能して MDR1 遺伝

子の活性化を行うことが示唆された。 

 

（４）MK-4 変換機構の解析 

肝癌由来 HepG2 細胞を用いたビタミン K3

から MK-4 への in vitro 変換反応系を構築し

た。この変換系において、MK-4 の変換・生成

量は、ビタミン K3 濃度やインキュベーショ

ン時間の増加に従って上昇した。また、側鎖

の基質として内在性のゲラニルゲラニルピ

ロリン酸（GGPP）が使用されると推定された

ことから、スタチンにより GGPP 生成を阻害

したところ、MK-4 生成が減少した。また、タ

ンパク質プレニルトランスフェラーゼの阻

害剤で処理した場合、MK-4 生成量が増加した。

さらに、昨年同定された、この変換に関わる

UBIAD1 を siRNA でノックダウンさせた場合、

MK-4 生成量が低下した。以上のことから、

HepG2 細胞においてビタミン K3 から MK-4 へ

の変換には、UBIAD1 が関与し、側鎖の基質と

して、GGPP が使用されることが示唆された。 
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