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研究成果の概要（和文）： 
母体への葉酸投与により神経管閉鎖不全の発症が抑制される機構として、メチル供与体と
して葉酸が働き、神経管閉鎖に関与する細胞の転写プログラムがエピジェネティックに変
更されているという仮説を検証するための実験系の開発を試みた。研究計画時には、H2A.Z
のゲノム上での局在化は DNA メチル化と相互に排他的であるという報告をもとに、細胞種特
異的に H2A.Z にタグを付加することにより、目的の細胞で H2A.Zのクロマチン局在を網羅的
に解析することを計画した。しかしながら、H2A.Z の N 末端側または C 末端側へタグを付加
する試みは、付加したタグによるクロマチン局在の阻害やタグ付加のために発現させたビオチ
ンリガーゼの細胞毒性などによって機能しなかった。そこで代わりの方法として H2A.Zと似た
クロマチン局在を示す H3.3 の C 末端へ Cre 依存性にタグを付加することを試みたところ、こ
の系は期待通りに機能することが示された。 
研究成果の概要（英文）： 
This project was proposed to examine the hypothesis that a protective effect of folate 
against the development of neural tube defects was via epigenetic modifications. For 
genome-wide CHIP-seq analysis, we first tried to add tag-sequence to H2A.Z in vivo in 
a cell-type specific manner. However, C-teminal tagged H2A.Z doesn’t assemble to 
chromatin. In addition, it turned out that there was cellular toxicity in the 
overexpression of biotin ligase, although N-terminal biotinylated H2A.Z localized at 
chromatin. We next tried to add tag-sequence to H3.3A, another histone variant 
localized at transcriptionally active sites. C-teminal HA- or Flag-tagged H3.3 including 
the 12 amino acids linker originated 34 nt of loxP localized at active chromatin 
portions. We concluded that the vector expressing the C-terminal tagged H3.3 was 
useful for genome-wide CHIP-seq analysis in vivo. 
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１．研究開始当初の背景 
妊娠初期の葉酸摂取は神経管閉鎖不全など
の先天奇形の発生を減少させることが知ら
れており、アメリカ、オーストラリア、カナ
ダ、南アフリカ、イギリスなど 先進１０カ
国では神経管奇形の発生を防ぐために、妊娠
する可能性のある女性に、１日４００μｇの
葉酸摂取を妊娠する４週間前から妊娠１２
週まで摂取するよう勧めている。日本でも厚
生労働省が２０００年より、妊娠を計画して
いる女性に対し１日当たり０・４ミリ・グラ
ム以上の摂取を推奨している。しかしながら、
葉酸が神経管閉鎖不全などの奇形を、どのよ
うな作用機構により予防しているのかはよ
くわかっていない。 
近年、エピジェネティックス研究の進歩によ
り、メチル基供与体としての葉酸の働きが注
目されてきている。例えばマウスなどの実験
モデル動物において、妊娠母体の葉酸欠乏は
胎仔 DNAの低メチル化を引き起こすことが示
されている。一方、母体への過剰な葉酸投与
が、ゲノム中のレトロトランスポゾンの過メ
チル化を引き起こし、このためマウスの毛色
に変化を及ぼすという報告がある。また、同
様の実験で、仔マウスのリンパ球のメチル化
異常により気道過敏性が亢進することが報
告されている。またさらに興味深いことに、
その獲得形質は世代を超えて遺伝すると報
告されている。 
 
２．研究の目的 
エピジェネティック機構には DNA メチル化、
ヒストン修飾、non-coding RNA などが関与
していると考えられている。これら三者は互
いに独立しているわけではなく、密接な関連
をもって働いている。ヌクレオゾームを構成
するコアヒストンタンパクは H2A、H2B、
H3、H4 から成るが、それぞれの蛋白には働
きの異なるいくつかのバリアントが存在す
る。このうちの H3 バリアントである H3.3
と H2A バリアントである H2A.Z は、他のバ
リアントと異なり転写活性化領域に存在す
る。特に本研究開始前に H2A.Z のゲノム上
での局在化は DNA メチル化と相互に排他的
であるという報告がなされていた。このこと
から、H2A.Z のゲノム局在の変化は DNA メ
チル化の局在変化を反映していると考えら
れた。 
また、近年の DNA マイクロアレイ技術や高
速大規模シークエンサーの発展により、これ
らをクロマチン免疫沈降法と組み合わせる
ことにより DNA 結合蛋白の局在を全ゲノム
領域で検索できるようになってきていた。そ
こで本研究では、H2A.Z に組織特異的に tag
を付加することのできるマウスを作製し、細
胞種特異的に H2A.Z の局在を全ゲノム領域

で解析しメチル化パターン変化を検討する
ことを目標とした。 
本研究では期間内に以下の点について検討
する予定であった。 
1. 細胞種特異的に H2A.Z にタグを付加でき
るトランスジェニックマウスを作製し、細胞
種特異的に全ゲノム領域で H2A.Z の局在を
調べる方法を確立すること。 
2. 上記マウスを用いて、神経管閉鎖にかかわ
る roof plate細胞における H2A.Zのゲノム局
在を、母体への葉酸投与時・非投与時で比較
する。 
3. H2A.Z 局在に変化のあったゲノム領域で
予想通りメチル化パターンが変化している
かを確認する。 
4. メチル化パターンが葉酸投与により変化
した領域について、バイオインフォマティッ
クス的手法により規則性を見出すことを試
みる。 
 
３．研究の方法 
1. タグ化 H2A.Zを発現する哺乳類発現ベク
ターを作製し、培養細胞系において発現タン
パクの機能解析を行う。タグは大腸菌ビオチ
ンリガーゼ酵素認識配列（BLRP）を用い N末
端タグ化を行った。また CreーloxPシステム
を用いて C末端をタグ化する方法についても
検討を行った。 
2. 蓋板（roof plate）領域特異的発現に関
与するエンハンサーを含む Pax3プロモータ
ー下に大腸菌ビオチンリガーゼを組み込ん
だトランスジェニックマウスを作製する。ま
た、現在研究室に Pax3-Creマウス（Pax3プ
ロモーター下に Creリコンビナーゼを発現す
るノックインマウス）Wnt1-Creマウス（Wnt1
プロモーター下に Creリコンビナーゼを発現
するトランスジェニックマウス）を所有して
おり、これらのマウスの神経管閉鎖前後の
Cre発現についてレポーターマウスを用いて
解析した。 
3. 1及び 2で検討したマウスを掛け合わせて
背側神経管及び神経堤細胞で H2A.Zがタグ化
されるマウスを作製する。 
4. 3のマウス交配時に母体への葉酸投与、も
しくは除去を行う。 
5. E11.5マウスでビオチン化 H2A.Zの発現領
域を確認する。葉酸投与群・非投与群の E11.5
マウスからこの領域を切除し、パラホルムア
ルデヒド固定によるヒストン- DNAのクロス
リンク及び DNAの断片化を行う。得られた DNA
断片にストレプトアビジンビーズを加え、ビ
オチン化 H2A.Z結合領域のクロマチンを生成
する。 
得られた DNA断片を DNAマイクロアレイで解
析し、投与群・非投与群で差のある領域を同
定する。 



投与群・非投与群で差のある領域について
E11.5マウスの当該領域から得られたゲノム
のメチル化解析を行う。 
 
４．研究成果 
上記の研究計画は、それまでに報告されてい
たショウジョウバエやシロイヌナズナなど
の研究方法を参考に計画したものであった
が、細胞種特異的に H2A.Zにタグを付加する
系を作製するのに難渋した。 
1.タグ化 H2A.Zベクター 
CMVプロモーター下に BLRPを N末端側に付加
した H2A.Z を発現するベクターを作製した。
（vector 1, 図 1a）さらに大腸菌ビオチンリ
ガーゼ BirAを発現させるために、CMVプロモ
ーター下にヒト化した合成 BirA cDNAを組み
こんだベクターを作製した（vector 2, 図 1b）。 
また、われわれの研究施設の資産である 
Pax3-Cre マウス、Wnt1-Cre マウスを用いて
H2A.Z をタグ化することも考え、Cre 依存性
に BLRP-H2A.Zとヒト化 BirAを同時に発現さ
せることが可能なベクターを 2種類作製した。 
（vector 3,4, 図 1c,d） 
 
 1a. vector 1 
 
 1b. vector 2 
 
 1c. vector 3 
 
 
 1d. vector 4 
 
 
 1e. vector 5 
 
 
 
図１H2A.Zタグ付加用ベクター 
 
Vector 3の“2A”は Picorna virus由来のペ
プチドで、ひとつの ORF内で上流・下流の蛋
白を架橋するように存在し、翻訳後自己切断
により２つの蛋白に分離する。 
また、H2A.Z の C 末端側にタグを付加するベ
クター（Cre 依存性に HA タグから 3XFlag タ
グにスイッチ可能なベクター）を作製した
（vector 5,図 1e）。 
 
作製したベクターが期待通りの機能を示す
かを解析するために、これらのベクターを
HEK293 細胞に感染させ、Western blotting
による蛋白発現の確認、蛍光免疫染色による
細胞内局在の確認を行った。 
1. vector 1, 2共発現実験 
ビオチン化 H2A.Zをの検出には、蛍光標識ス
トレプトアビジンおよび HRP標識ストレプト

アビジンを用いた。Wester blotting では強
発現している H2A.Zが検出されたが、同時に
他のビオチン化された蛋白もバックグラウ
ンドとして検出された。ビオチンリガーゼの
強発現では BLRP を持たない内因性のヒスト
ンタンパクがビオチン化されることがある
という報告がなされたため、これを検証する
ためストレプトアビジン磁気ビーズによる
細胞ライゼートの沈降反応と各種抗ヒスト
ンタンパク抗体を用いた Wester blottingを
行った。その結果ヒストン H3 も一部ビオチ
ン化されていることがわかった。蛍光免疫染
色では、ビオチン化 H2A.Zは、分裂間期では
核、Ｍ期では染色体クロマチンへの局在が確
認された。しかしながらビオチンリガーゼの
発現量依存的に細胞死が増大することも示
された。 
2. vector 3発現実験 
このベクターは Cre依存性発現ベクターであ
るので、pCAG-Cre との共発現実験を行った。
発現後の HRP-ストレプトアビジンを用いた
Western blotting か ら 、 発 現 し た
BLRP-H2A.Z-2A-BirAは２A配列で予定通り開
裂しており、また BLRP はビオチン化されて
いることがわかった。しかし、細胞の蛍光染
色による形態解析では、発現した BLRP-H2A.Z
は分裂間期には核に存在するものの、M 期の
染色体クロマチンへの局在は認められなか
った。このことから BLRP-H2A.Z はクロマチ
ンには局在しないこと、この原因として
H2A.Z の C 末端側に２A ペプチドの開裂によ
って残った９アミノ酸が H2A.Zのクロマチン
への局在を阻害したと考えられた。 
3. vector 4発現実験 
このベクターも Cre依存性発現ベクターであ
るので、pCAG-Cre との共発現実験を行った。
発現後の HRP-ストレプトアビジンを用いた
Western blottingでは、発現した BLRP-H2A.Z
はほぼすべてビオチン化されていることが
示された。細胞の蛍光染色による解析で、分
裂間期での核の局在、M 期の染色体クロマチ
ンへの局在を認めた。しかし前述したビオチ
ンリガーゼの細胞毒性は弱いながらも（発現
量が比較的低いためと考えられる）認められ
た。 
4. vector 5発現実験 
このベクターも Cre依存性発現ベクターであ
るので、pCAG-Cre との共発現実験を行った。
Western blotting では Cre の有無により
H2A.Z の C 末端タグが HA から 3XFlag に切り
替わるのが観察された。しかし vector 3 で
観察されたのと同様に、C 末端側のタグ付加
は H2A.Zのクロマチン局在を阻害することが
分かった。 
 
2.タグ化 H3.3 ベクター 
H2A.Z タグ化がベクターが期待されるような

 

 

     

   

    
 

  

       

       
 

  

 



機能を果たすことができない可能性が高い
ため、代わりの方法を検討した。H3.3はヒス
トン H3 バリアントのひとつで、転写活性化
領域の転写開始点周囲やエンハンサー部位
などに局在することが知られており、H2A.Z
と共局在していることが多い。そこで H2A.Z
の局在を調べる代わりに H3.3 の局在を網羅
解析することを考えた。またビオチン化はビ
オチンリガーゼの細胞毒性が高いため
Cre-loxP システムを用いることを前提とし
た。そこで以下のベクターを構築し、HEK293
細胞を用いて検討を行った。 
 
2a. vector 6 
 
 
 
図２ pcDNA5-H3.3-Flag-HA 
 
このベクターは Cre依存性発現ベクターであ
るので、pCAG-Creとの共発現実験を行った。 

 

図３ H3.3-3XFlagからH3.3-HAへのCre依存
性スイッチング 
 
図３に示すように計画通り Cre 存在下で
3XFlag タグから HA タグへのスイッチがおこ
ることがわかった。発現する蛋白は H3.3の C
末端にタグ以外に loxP配列に由来する 12ア
ミノ酸を含んだものとなるため、クロマチン
へ正しく局在するかが問題となるが図４に
示す通り分裂間期では核、Ｍ期では染色体ク
ロマチンへの局在が確認された。 
 

 
図４ H3.3-(loxP-3XFlag)の細胞内局在 
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