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研究成果の概要（和文）：塩分摂取が心血管系、副腎におけるアンジオテンシノーゲン(ANG)及びアルドステロン合成
酵素遺伝子(CYP11B2)発現に及ぼすエピジェネティクス機構(従来考えられていた遺伝学の外側で働いている仕組みの研
究)を解析し高血圧との関連を検討した。
副腎球状層ではCYP11B2タンパク発現の高値と同遺伝子の低メチル化を呈した。食塩感受性高血圧ラットでは高食塩食
により血管におけるCYP11B2遺伝子発現の増加、心筋におけるANGmRNA発現の増加および同遺伝子の低メチル化状態を呈
した。食塩摂取量がRAAS遺伝子のメチル化に影響し、ホルモン産生や高血圧及び臓器障害に関与している可能性が示唆
された。

研究成果の概要（英文）：Salt‑sensitive hypertension is the most popular disease in Japan. CYP11B2 gene
expression was elevated and methylation ratio was decreased in human adrenal glomerulosa. High salt diet
increased vascular CYP11B2 mRNA expression and angiotensinogen mRNA levels in the heart in salt‑sensitive
hypertensive rats. Hypomethylation status of angiotensinogen gene was seen in the heart. High salt diet
may influence methylation status of genes of renin‑angiotensin‑aldosterone system and cause hypertension.

研究分野： 内分泌代謝
キーワード： アンジオテンシノーゲン

エピゲノム

高血圧

食塩感受性

アルドステロン

様 式 Ｃ−１９、Ｆ−１９、Ｚ−１９（共通）
１． 研究開始当初の背景
(1) 日本人は食塩摂取量が諸外国に比べて多

ゲン及び CYP11B2 遺伝子のメチル化への影
響と遺伝子発現の関係を検討する。

く、高血圧患者のうち約 5 割は食塩感受性高
血圧である。しかし高食塩食による血圧上昇
の機序は明らかではない。申請者は高食塩食
により心血管系や腎臓における組織からの

３．研究の方法
(1) 副腎皮質 H295R 細胞におけるアンジオテ
ンシノーゲンの転写活性に重要な領域の絞

ア ル ド ス テ ロ ン 産 生 の 亢 進 や 11 β

込み

-hydroxysteroid

アンジオテンシノーゲンの転写活性部位は

dehydrogenase

(11 β

-HSD2)不活性化, レニン·アンジオテンシン
系 (RAS)の活性亢進が食塩感受性高血圧の
成因に重要な役割を果たしていることを報
告してきた。心腎血管系には副腎とは独立し
たアルドステロン合成経路が存在し、食塩摂
取量がその調節機構に関与することや、ミネ
ラルコルチコイド受容体拮抗薬が組織に作
用し降圧作用や心筋障害,腎機能障害の発症、
進展を予防することを明らかにした。
(2) 申請者はアルドステロン合成酵素遺伝子
である CYP11B2 遺伝子上流に 2 か所の DNA
メチレーションサイトを見出し、CYP11B2
遺伝子発現に寄与していることを発見し、ヒ
トの副腎や心血管系、腎における CYP11B2
遺伝子発現とメチレーションの程度に負の
相関があることを報告した。

上 流 の USF1, ESR1, CEBPB, NR3C1,
HNF4A が報告され(Circ Res 2008;103:940),
複数の CpG アイランドが存在している。
H295R 細胞を用いて, ルシフェラーゼレポ
ーターアッセイを行った。 5’-RACE で同定
した各遺伝子のプロモーターを含む連続し
た 5’deletion construct を作製し, 細胞にト
ランスフェックションし, プロモーター転写
活性に重要な領域を絞り込んだ。
(2) 転写因子と結合領域の同定
絞り込んだプロモーター領域について、
TESS

(Transcription

Element

Search

System) を 用 い て 、 転 写 因 子 結 合 領 域
(cis-acting element)及び転写因子を推定し
た。次に、EMSA(Gel shift assay)を行い、in
vitro におけるタンパク-DNA 結合を証明し
た。その際、候補の転写因子に対する抗体を

２．研究の目的
(1) アンジオテンシノーゲン遺伝子活性化機
構を解明するためにヒトマクロファージ及
び THP1 細胞を用いて、アンジオテンシノー
ゲン遺伝子遺伝子を活性化するプロモータ
ーの同定、遺伝子の転写活性に重要な領域の

用いて supershift を観察し、その DNA 配列
(cis-acting element)と候補転写因子との結
合を示した。次にルスフェラーゼの
5’deletion construct に転写因子結合領域の
遺伝子異常を導入し、プロモーター活性の消
失或いは減弱することを示した。

絞込み、転写因子と結合領域の同定、培養細

(3) .細胞内における転写因子と結合領域との

胞内における転写因子と結合領域との結合、

結合 (タンパク-DNA interaction)

内因性転写因子のノックダウンによる遺伝

ChIP

子発現レベルの変化を調べる。

assay)を行い、H296R 細胞内におけるタンパ

(2) アンジオテンシノーゲン及び CYP11B2
遺伝子の急性刺激及び慢性刺激によるメチ
ル化の影響を検討する。
(3) コントロールラット及び食塩感受性高血
圧ラットを用いて食塩摂取の変化により心
血管系及び腎におけるアンジオテンシノー

(Chromatin

immunoprecipitation

ク-DNA interaction を証明した。
(４) 内因性転写因子のノックダウンによる
アンジオテンシノーゲン遺伝子の発現レベ
ルの変化
転写因子に対する siRNA を行い、細胞内の
内因性転写因子をノックダウンし、各因子の

発現に対する影響を mRNA 及びタンパク(活

ル化状態は 36 時間まで持続した。IL-6 によ

性)レベルで評価した。mRNA の発現量は

り CEBP 結合部位に CEBPB がリクルートさ

real time PCR, タンパクの発現量はウェス

れ IL-6 処理中は持続していたが、刺激中断

タンブロットを用いて評価した。

後 5 日目で刺激前の状態に帰した。IL-6 は

(5) H295R 細 胞 を 用 い て 培 養 液 中 に

CEBP 結合部位及び転写開始サイトにおけ

interleukin6 (IL6)を添加し 5 日間培養し,ア

るクロマチン アクセシビリティを増加させ

ンジオテンシノーゲン mRNA 発現, 転写活

た。IL-6 はメチル化活性を低下させ、脱メチ

性部位のメチル化状態, メチル化活性,

ル化活性には影響を及ぼさなかった。

CREB1, NR4A1 結合状態, クロマチンアク

(2) 副腎培養細胞を用いた CYP11B2 遺伝子

セシビリティについて測定した。

のメチル化、遺伝子発現に及ぼすカリウム(K)

(6) H295R 細胞を用いて培養液中にカリウム

の影響を検討した所、K 刺激により

を添加し 28 日間培養し, CYP11B2mRNA 発

CYP11B2 発現は 4 日目から有意に増加し、7

現, 転写活性部位のメチル化状態, メチル化

日目まで高値が持続した。4 日目からメチル

活性, CREB1, NR4A1 結合状態, クロマチン

化は低下した。CREB1, NR4A1 も 4 日目か

アクセシビリティについて測定した。

ら増加し、メチル化活性は 7 日目から増加し

(7)ウィスターラット(n=5)に高、正、及び低

た。クロマチンアクセシビリティは 4 日目か

食塩食にて 8 週間飼育し副腎における

ら増加し 7 日目まで持続した。アンジオテン

CYP11B2 mRNA, タンパク発現及びメチル

シノーゲンの IL-6 刺激や CYP11B2 の K 刺

化状態を検討した。腎臓における アンジオ

激のデータから転写活性調整部位のメチル

テンシノーゲン mRNA, タンパク発現及び

化により遺伝子発現が調節され、可逆的であ

メチル化状態も検討した

ることが示唆された。

(8) 食塩感受性高血圧ラットを用いて高食塩

(3) 生活習慣がレニン-アンジオテンシン-ア

食及び正食塩食を投与し心臓、腎臓、副腎に

ルドステロン系遺伝子のメチル化に影響す

おけるアンジオテンシノーゲン、CYP11B2

るか検討した所、8 週間の高食塩食では血、

のメッセンジャーRNA(mRNA)及びタンパ

尿中アルドステロン値の低下、副腎における

ク発現の定量, DNA メチル化状態を測定し,

CYP11B2 mRNA 発現及びタンパク発現が低

正食塩食投与ラットと比較検討した。mRNA

値を示し、CYP11B2 上流の 3 か所の CpG 部

の定量は real-time PCR,タンパク発現はウ

位も高メチル化状態を示した。低食塩食では

ェスタンブロット法を用いた。各因子のプロ

逆の現象が観察された。このように摂取塩分

モーター領域の DNA メチル化状態はバイサ

量がメチル化に影響し、遺伝子、タンパク発

ルファイトシークエンス法により評価した。

現に関与している可能性が示唆された。

４．研究成果
(1) アンジオテンシノーゲン遺伝子の-459〜
+66 の 17 ヶ所の CpG 部位のメチル化を検討
し、CEBP 結合部位周囲の CpG 部位が遺伝
子発現に関与していることを見出した。培養
副腎細胞を用いて IL-6 による刺激のメチル
化と遺伝子及びタンパク発現への影響を検

(4) 高血圧との関連を検討する目的で、食塩
感受性高血圧ラットを用いて、食塩バランス
と心臓、腎臓における CYP11B2 遺伝子, ア
ンジオテンシノーゲン遺伝子のメチル化と
遺伝子発現を検討した所、高食塩食により血
圧の上昇、心肥大、腎障害(尿中アルブミン排
泄量を指標)が見られたが、各臓器におけるア

討した所、添加後遺伝子発現は 36 時間、タ

ンジオテンシノーゲン遺伝子発現とメチル

ンパク発現は 24 時間まで増加した。低メチ

化は負の相関を認めた。高食塩食による高血

圧発症の誘因にレニン-アンジオテンシン-ア

拮抗薬の長所と短所

ルドステロン系遺伝子のメチル化が一部関

2013;74:370-375(査読無)

与している可能性が示唆された。
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