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カイコ細胞におけるトリコスタチンA処理による
ヒストン修飾変化
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Alteration of histone modifications by Trichostatin A treatment in the cultured silkworm cell

KIYOKO MIYATA, HIROAKI MON, HITOSHI MITSUNOBU, NATSUMI TAKENO,
JAE MAN LEE, YUTAKA KAWAGUCHI and TAKAHIRO KUSAKABE

　Eukaryotic genome DNA is packaged with histone proteins into chromatin. Heterochromatin characterized by a
high level of nucleosome condensation changes its dynamics to open structure, euchromatin, before gene
transcription. The acetylation and methylation of histone 3 (H3) are thought to be important in the regulation of
chromatin dynamics. Highly acetylated forms of histone H3 were deacetylated by histone deacetylase (HDAC)
during gene silencing and induce heterochromatin formation. In the present study, we treated cultured silkworm
BmN4 cells with the histone deacetylase inhibitor, Trichostatin A, and tried to detect the alteration of histone
modifications. Significant increase of acetylated H3-Lys9 after Trichostatin A treatment clearly demonstrated that
Trichostatin A is effective as a HDAC inhibitor also in an insect cell.
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緒　　　言

 
真核生物のゲノムDNAは，ヒストン八量体に巻

きつき，高次に折りたたまれたクロマチンと呼ば

れる立体構造を形成している。転写が活発に行わ

れている領域には，凝集が比較的緩やかなユーク

ロマチンが形成され，ヒストンは高アセチル化修

飾を受けている。一方で，転写不活性な領域では

ヒストンが密に凝集したヘテロクロマチンが形成

され，ヒストンは脱アセチル化とメチル化修飾を

受けていることが報告されている（ ALLFREY, et al.
1964）。遺伝子発現における転写反応には各種の

転写因子が  DNA に結合する必要があるが，高次

に折りたたまれたクロマチン構造はこれらの結合

を阻害するため，転写に先立ちその構造を変換す

ることが不可欠となる。この構造変換には，ヒス

トンの N 末端側のアミノ酸（ヒストンテール）領

域の翻訳後修飾とDNAのメチル化が重要な役割を

果たすと考えられている。クロマチンの構造変換

には，ヒストンアセチル化酵素，ヒストン脱アセ

チル化酵素，ヒストンメチル化酵素などのヒスト

ンの翻訳後修飾酵素，加えて，DNAメチル化酵素

やDNA脱メチル化酵素などのDNA修飾酵素が働き，

それらのバランスにより遺伝子の転写活性化がエ

ピジェネティックに制御されていると考えられて

いる。これらの知見は，主に哺乳細胞を用いた研

究によって明らかにされてきた。一方，カイコは

分散型動原体を有しており，一般的な一動原体を

有する哺乳細胞と同様のクロマチン制御を受けて

いるかは明らかとなっていない。そこで我々は，

鱗翅目昆虫のモデル生物であるカイコにおいて，

ヒストン修飾と転写活性の相関関係について明ら

かにすることを目的としている。本稿ではまず，

哺乳細胞においてヒストンの脱アセチル化を阻害

することによって転写活性化をもたらすと報告さ

れているトリコスタチン Aをカイコ培養細胞に作

用させ，ヒストン修飾変化を確認した。

 
材料と方法

試薬：ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤である

トリコスタチンA（Wako）は500 µM DMSO溶液

を用いて2 mg/mlに調製し，ストック溶液とした。

実験の直前に IPL-41（GIBCO）培地にて各濃度に

希釈して用いた。

供試細胞とその培養：九州大学大学院農学研究

院附属生物的防除研究施設天敵微生物学部門にお

いて保存されているカイコ培養細胞 BmN4株を使

用した。10% FBSを含むIPL-41を用いて23 ˚Cで培

養した。

阻害剤処理：細胞は処理を行う前日に 6-ウェル

プレートに7.0×105個／ウェルとなるよう播き，23
˚Cで一晩培養した。トリコスタチンAを終濃度0.10,
0.50, 1.0, 5.0, 10 nMになるようIPL-41培地1 mlに希

釈し，同様に IPL-41培地で希釈したDMSOを全て

のウェルでの DMSO量が等量になるように添加し

た。この阻害剤を含む培地に交換して23 ˚Cで培養

し，24時間後には再び阻害剤の調製を行って，新

しい培地と交換した。23 ˚Cにて合計48時間の培養

を行った後，顕微鏡（BioZero KEYENCE）を用い
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て形態変化の観察を行った。

ヒストン抽出法：ヒストン分画の抽出は nature
protocolsに掲載された SHECHTER, et al.（2007）の

High-Solt抽出法を参考にした。この方法では中和

の条件でヒストンを抽出することができるため，

より一般的な酸抽出法よりもヒストン修飾に変化

を及ぼしにくいと考えられる。まず， Extraction
Buffer（10 mM HEPES pH7.9．10 mM KCl，1.5 mM
MgCl2，0.34 M sucrose，10% glycerol，0.2% NP40，

10 mM sodium butyrate ， phosphatase inhibitors
(PhosSTOP，Roche), protease inhibitors (Complete，

Roche)）で核を抽出した後，No-solt Buffer（3 mM
EDTA，0.2 mM EGTA）でクロマチン分画の抽出

を行い，遠心後のペレットを30 µlのPBSに懸濁し

てウェスタンブロッティング用のヒストンサンプ

ルとした。

ウェスタンブロッティング：ヒストンサンプル

を 15% SDS-PAGE で展開後， ATTO の Technical
manualを参考に， 3液系のセミドライブロッティ

ング方式でPVDFメンブレン（MilliPore）に転写を

行った。メンブレンの洗浄にはTBS-T（10% TBS pH
7.6，0.1% Tween 20）を，ブロッキングには5%（anti
-H3, H3K9-Ac ）または 0.5% （ anti-H3K9-Me2 ，

H3K9-Me3）スキムミルク（Wako）を使用した。

一次抗体として anti-H3（SIGMA）， H3K9-Ac，

H3K9-Me2，H3K9-Me3（京都大学  木村宏博士よ

り供与）を使用し， 4 ˚Cで 6 時間以上反応させた。

二次抗体はanti-Mouse IgG（SIGMA）, anti-Rabbit IgG
（SIGMA）を使用し，室温にて1時間振とうした。

発光検出にはCDP-Star（Applied Biosystems）を使

用し，X 線フィルム（ Fuji film）に露光，現像し

た。

 
結　　　果

トリコスタチン Aによるヒストン修飾変化

ヒストン H3K9に対する翻訳後修飾はアセチル

化以外にモノ・ジ・トリメチル化があり，クロマ

チン構造の変換に重要な役割を果たす。ヒストン

アセチル化酵素やヒストン脱アセチル化酵素は多

くの場合，転写因子複合体の構成因子として遺伝

子発現の制御に関与しており（ BROWNELL, et al.
1996），アセチル化酵素は正に制御，脱アセチル

化は負に制御する。一方，ヒストンメチル化酵素

であるSu(var)3-9はH3K9を選択的にジメチルまた

はトリメチル化し，ヘテロクロマチンタンパク質

1（Heterochromatin Protein 1; HP1）が結合して，

より凝集度の高いヘテロクロマチンの形成を誘導

する（MAISON and ALMOUZNI, 2004）。

今回，哺乳細胞においてヒストン脱アセチル化

酵素の阻害剤として用いられるトリコスタチン A
（KOGUCHI, et al. 1997）のカイコ培養細胞における

作用を検証することを目的として，トリコスタチ

ンAを48時間作用させ，ヒストン修飾の変化を調

べた。今回は特に，ヒストン H3の9番目のリジン

（H3K9）に対する翻訳後修飾に与える影響につ

いて検証した。まず，トリコスタチンAを0.10，0.50，

1.0，5.0，10，50，100，500 nMの各濃度で48時間

作用させたところ1 nMで少数の細胞の変形が，10
nM以上では多数の細胞で著しい形態変化と細胞死

が認められた（Fig.1）。これにより，カイコ御培

養細胞においても トリコスタチンA は細胞内に取

り込まれ，何らかの作用を及ぼしていることが示

された。

†

 

考　　　察

そこで次に，0.1 nMから10 nMのトリコスタチンA
を48時間作用させ，ウェスタンブロッティングで

ヒストンの修飾変化を確認した（Fig. 2(A)）。anti-H3
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Fig. 1. Microscopic images of silkworm BmN4 cells treated with 0, 1,
10 nM Trichostatin A for 48 hours, respectively.
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Fig. 2. The effect of Trichostatin A on histone modifications.  (A) BmN4
cells were harvested 48 h after Tricostatin A treatment. The
modifications of Histone H3K9 were detected using the anti- histone H3
antibody or antibodies specific for acetylated, di-, or tri-methylated
H3K9. (B) The amounts of total or modified histone H3 appeared in (A)
were quantified by Yab's Gel ImageX 1.0.
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抗体を用いることで泳動量のコントロールとした。

バンドの濃度をYab's Gel ImageX 1.0を用いて定量

化し，0 nM（DMSOのみ）における値を 1とした

ときの相対値をグラフにしたもの（Fig. 2 (B)）か

ら，H3K9のアセチル化（ Ac）およびトリメチル

化（Me3）の増加とジメチル化（ Me2）の減少が

確認できた。これにより，カイコ培養細胞におい

てもトリコスタチン Aはヒストンの高アセチル化

を誘導する作用を有することが示された。

考　　　察

今回，哺乳細胞においてヒストン脱アセチル化

酵素の阻害剤として用いられるトリコスタチン A
（KOGUCHI, et al. 1997）をカイコ培養細胞に48時間

作用させ，ヒストンの修飾変化を調べた。その結

果，ヒストン H3K9に対するアセチル化およびト

リメチル化の増加と，ジメチル化の減少を確認す

ることができた。アセチル化が増加していたこと

から，カイコ培養細胞においてもトリコスタチン

Aは細胞に取り込まれ，ヒストン脱アセチル化酵

素に対する阻害作用を有することが示された。ま

た，ジメチル化の減少はトリメチル化以外のメチ

ル化，すなわちモノ・ジメチル化が比較的ヒスト

ンから解離しやすく，アセチル化の増加に伴って

拮抗的に脱メチル化したのではないか考えられる。

さらに，トリメチル化が増加していることから，

ジメチルに対してさらにメチル基が付加され，ト

リメチル化の増加とジメチル化の減少が生じてい

る可能性も考えられる。いずれにしても， HP1の

標的となるトリメチル化の増加は，先述したアセ

チル化の増加と転写活性制御に関して相反する現

象であり，更なる検討が必要である。しかし，ト

リコスタチンAがヒストン脱アセチル化酵素以外

のタンパク質，特に p53転写因子などの活性に影

響を及ぼすことが報告されていることから（GU and
ROEDER, 1997），カイコ培養細胞においては，トリ

コスタチンAが，間接的にヒストンメチル化酵素

の活性に影響している可能性も考慮する必要があ

るのではないかと思われる。

 
摘　　　要

真核生物のゲノムDNAはヒストンに巻きつき，

それがさらに高次に折りたたまれたクロマチン構

造を形成している。密に凝集したヘテロクロマチ

ンは転写に先立ってその構造を変化させ，開いた

状態であるユークロマチンへと弛緩する。この構

造変換に重要な役割を果たすのがヒストンH3のア

セチル化とDNAのメチル化である。ヒストンアセ

チル化酵素によって触媒されるヒストンの高アセ

チル化はより弛緩したユークロマチンの形成を誘

導し，転写を活性化する。そこで我々は，カイコ

培養細胞に対しヒストン脱アセチル化酵素阻害剤

であるトリコスタチン Aを48時間にわたって作用

させ，そのヒストンH3の修飾変化を確認した。そ

の結果，H3K9のアセチル化の増加が認められ，

トリコスタチン Aがカイコのヒストン脱アセチル

化酵素に対しても阻害作用を有することが示され

た。
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