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研究成果の概要（和文）
：Trib1 と Trib2 は過剰発現により急性骨髄性白血病 (AML) を誘導す
るが、私達はこの Trib1 による白血病発症には MEK1 との直接結合を介した MAP キナーゼ経路の
活性化と C/EBPαの分解が必須であることを報告している。一方で Trib1, Trib2 共にホモノッ
クアウト (KO) マウスには重篤な異常が見られず、正常組織における機能は不明な点が多い。
本研究ではマウス 13.5 日胚と成体組織における Trib1/2 の発現を調べ，両者の発現は一部重複
するが多くの組織において両者の発現分布が異なることを示した。また造血においては Trib1
をノックアウトすると顆粒球分化の促進が見られ、C/EBPαとその標的である複数の分化制御遺
伝子の発現が上昇することを明らかにした。このことから Trib1 は正常造血において C/EBPα
の分解を介してその標的遺伝子を制御し、顆粒球分化を調節している可能性が考えられた。ま
た Trib2 KO マウスでは分化の亢進は見られず、Trib1/2 ダブル KO によっても Trib1 シングル
KO と同程度の顆粒球分化の促進しか見られなかった。正常骨髄における Trib1 の mRNA を調べ
たところ Trib2 の約 5 倍発現量が多いことから。顆粒球分化の調節においては Trib1 がより優
先的に機能していることが示された。
研究成果の概要（英文）
：Overexpression of Trib1 or Trib2 induces acute myeloid leukemia
(AML). We have previously reported that enhancement of MAP kinase pathway through
interaction of Trib1 with MEK1 and degradation of C/EBP α is required for leukemic
activity of Trib1. However Trib1 or Trib2 KO (knockout) mice did not indicate severely
abnormal phenotype and it is no clear the Trib1/2 function in normal tissues. In this
study, we demonstrated that Trib1 and Trib2 show different expression pattern in many
tissues of E13.5 embryo and adult mice. In addition, bone marrow of Trib1 KO mice indicated
increase of segmented neutrophils, C/EBPα protein and its target genes that induce
granulopoiesis. These results suggest that Trib1 regulates granulopoiesis through
degradation of C/EBP α . On the other hand, Trib2 KO mice did not show abnormal
differentiation and Trib1/2 double conditional KO indicated the same level of
granulopoiesis as Trib1 single KO. In normal bone marrow cells, expression of Trib1 is
about 5 fold by compared with Trib2, indicating Trib1 dominantly plays a key role in
regulation of granulopoiesis.
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