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（続紙  １  ）                             

京都大学  博士（生命科学）  氏名  池田貴子  

論文題目  

 
MYSTファミリーヒストンアセチル化酵素による寿命と酸化ストレス応答の

制御  
 

（論文内容の要旨）  
 

インスリンシグナル伝達経路は進化的に保存された寿命制御経路であり、線虫におい

て、インスリンシグナルの低下は下流のエフェクターであるフォークヘッド型転写因子

DAF-16 の活性化を促し、長寿になることが分かっている。しかし、daf-16 の発現制御

のメカニズムについては未解明な点が多い。  
本 研 究 に お い て 、 申 請 者 は MYST フ ァ ミ リ ー ヒ ス ト ン ア セ チ ル 化 酵 素 複 合 体

（Tip60/TRRAP HAT 複合体）が daf-16/foxo の発現制御に関与すること、さらに寿命や酸

化ストレス応答を制御する因子である事を見出した。Tip60 ヒストンアセチル化酵素は足

場タンパク質である TRRAP などを構成因子とする複合体を形成し、様々な遺伝子の発現

を制御する。本複合体は種を超えて保存されており、ヒト Tip60 の線虫オーソログとし

て MYS-1 が、ヒト TRRAP の線虫オーソログとして TRR-1 がそれぞれ存在する。先ず、

本複合体が寿命に関与するのかどうか検討するため、RNAi 法を用いたノックダウン実験

を行い、線虫の寿命を測定した。その結果、mys-1 RNAi や trr-1 RNAi により野生型の寿

命が短縮することが明らかとなった。さらに、インスリンシグナルが低下した daf-2 変異

体の寿命や断続的飢餓による寿命延長も mys-1 RNAi や trr-1 RNAi により抑制されること

が明らかとなった。一方で、daf-2 変異や断続的飢餓による寿命制御に必要な daf-16 の変

異体においては、mys-1 RNAi や trr-1 RNAi による寿命の短縮がみられないことが明らか

となった。これらの結果から、MYS-1 や TRR-1 は DAF-16 を介して寿命を制御すると考

えられた。DAF-16 は寿命のみならず、種々のストレス応答にも関与することが知られて

いる。そこで、MYS-1 や TRR-1 が酸化ストレス応答にも関与するのかどうか検討した。

その結果、mys-1 RNAi や trr-1 RNAi により酸化ストレスに対する耐性が低下することが

分かった。これまで、ヒト培養細胞において、Tip60/TRRAP HAT 複合体は様々な遺伝子

発現に関与すると報告されており、線虫においても MYS-1/TRR-1 HAT 複合体が遺伝子

発現を制御する可能性が考えられた。そこで、インスリンシグナル伝達経路のエフェク

ターである転写因子 daf-16 の発現に本複合体が関与するのではないかと考え、検討した。

その結果、mys-1 RNAi や trr-1 RNAi により daf-16 とその標的遺伝子の発現が抑制される

こと、さらに本複合体が daf-16 プロモーターに結合し、ヒストン H4K16 のアセチル化を

促進することが明らかとなった。  
次に、本複合体による daf-16 の発現制御機構がヒトにおいても保存されているのか、

ヒト培養細胞である HeLa 細胞を用いて検討した。その結果、DAF-16 のヒトホモログで

ある FOXO1 とその標的遺伝子の発現が tip60 siRNA や trrap siRNA により抑制され、さ

らに本複合体が foxo1 プロモーターに結合し、ヒストン H4K16 のアセチル化を促進する

ことが分かった。また、酸化ストレスに対する耐性について調べたところ、 tip60  siRNA
や trrap siRNA により酸化ストレスに対する耐性が低下することが明らかとなった。以上

のことから、MYS-1/TRR-1（Tip60/TRRAP）HAT 複合体は DAF-16（FOXO）転写因子の

発現を制御し、寿命や酸化ストレス応答を制御することが分かった。  
本研究は、寿命や酸化ストレス応答に関わる新たなエピジェネティック因子を明らか

にし、種を超えて保存された FOXO（DAF-16）転写因子の発現制御機構の一端を解明し

たものである。  
 



（続紙  ２  ）                            
（論文審査の結果の要旨）  
 

申請者は、線虫とヒト培養細胞を用いた実験により、MYST ファミリーに属す

る MYS-1/TRR-1 (Tip60/TRRAP)ヒストンアセチル化酵素複合体が転写因子

DAF-16 (FOXO)の発現を担うエピジェネティック因子であることを明らかにし

た。さらに、本複合体による DAF-16 (FOXO)の発現制御が寿命や酸化ストレス

応答に重要な役割を果たすことを明らかにした。まず申請者は、線虫を用いて

食餌制限法の一つである断続的飢餓を行い、断続的飢餓による寿命延長に必要

な因子として TRR-1 を見出した。そして免疫沈降実験により、TRR-1 がヒスト

ンアセチル化酵素である MYS-1 と結合すること、さらに MYS-1 も断続的飢餓に

よる寿命延長に必要であることを明らかにした。また、MYS-1/TRR-1 HAT 複合

体による寿命制御がインスリンシグナル伝達経路を介したものであることを示

した。MYS-1/TRR-1 HAT 複合体とストレス応答の関連を調べるため、申請者は

酸化ストレス応答について調べ、MYS-1/TRR-1 HAT 複合体が酸化ストレス応答

に必要であることを明らかにした。さらに、 trr-1 や mys-1 のノックダウンによ

り、インスリンシグナル伝達経路のエフェクターである転写因子 DAF-16 の発現

やその標的遺伝子の発現が抑制されることを示し、クロマチン免疫沈降実験に

より、MYS-1/TRR-1 HAT 複合体が daf-16 プロモーターに結合してヒストン

H4K16 のアセチル化を促すことを示した。そしてレスキュー実験により、 trr-1
や mys-1 のノックダウンでの断続的飢餓による寿命延長の抑制が、DAF-16 の過

剰発現によりレスキューされることを示した。以上の結果は、線虫において

MYS-1/TRR-1 HAT 複合体が DAF-16 の発現制御を介して寿命や酸化ストレス応

答を制御することを示唆するものである。さらに、MYS-1/TRR-1 HAT 複合体に

よる DAF-16 の発現制御のメカニズムが哺乳類でも保存されているのかを調べ

るため、申請者はヒト培養細胞である HeLa 細胞を用いて実験を行った。その結

果、trr-1 と mys-1 のヒトオーソログである trrap と tip60 のノックダウンにより、

DAF-16 のヒトホモログである FOXO1 とその標的遺伝子の発現が抑制されるこ

とを明らかにした。さらに、クロマチン免疫沈降実験により、Tip60/TRRAP HAT
複合体が foxo1 プロモーターに結合してヒストン H4K16 のアセチル化を促すこ

とを示した。また、 trrap と tip60 のノックダウンにより細胞の酸化ストレス耐

性が低下することを示し、さらにレスキュー実験により、 trrap と tip60 のノッ

クダウンでの酸化ストレス耐性の低下が、FOXO1 の過剰発現によりレスキュー

されることを示した。これらの結果は、Tip60/TRRAP HAT 複合体による FOXO
の発現制御が線虫から哺乳類まで保存されたメカニズムであることを示唆して

いる。本論文は、種を超えて保存された FOXO 転写因子の発現制御に関わる新

たなエピジェネティック因子を明らかにするとともに、寿命制御や酸化ストレ

ス応答のメカニズムの解明に大きく貢献するものである。これら一連の研究に

おいて、申請者の持つ生命科学に関する高度で幅広い学識、専攻分野における

優れた研究遂行能力、及び生命科学の理解・発展に寄与する新しい発見が示さ

れていると判断できる。また、本論文は、論理的かつ一貫性をもって記述され

ていた。以上より、本論文は、博士（生命科学）の学位論文として価値のある

ものと認めた。また、平成 29 年 9 月 6 日に論文内容とそれに関連した口頭試問

を行った結果、申請者を合格と認めた。  
論文内容の要旨及び審査の結果の要旨は、本学学術情報リポジトリに掲載し、公表と

する。特許申請、雑誌掲載等の関係により、学位授与後即日公表することに支障がある

場合は、以下に公表可能とする日付を記入すること。（ただし、学位規則第８条の規定

により、猶予期間は学位授与日から３ヶ月以内を記入すること。）  
要旨公開可能日：     年   月   日  




