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総説 
 
 

ヒストンのアセチル化および脱アセチル化：

炎症性肺疾患における重要性 
 
P.J. Barnes、I.M. Adcock、K. Ito 
 
 
 
要約：炎症性肺疾患では、核内因子κB のような炎症誘発性転写因子によって制御される複数の

炎症遺伝子の発現の増加が特徴的である。遺伝子発現を制御するのは、CREB 結合蛋白のような、

内在性ヒストンアセチルトランスフェラーゼ（HAT）活性を有するコアクチベーターの作用によ

るコアヒストンのアセチル化である。 
逆に、遺伝子抑制はヒストンデアセチラーゼ（HDAC）その他のコリプレッサーで仲介される。

喘息の場合、HAT 活性が増加し HDAC 活性はある程度低下しているが、これはコルチコステロ

イド療法によって回復する。コルチコステロイドは、HAT 活性を阻害することにより、また活性

化された炎症遺伝子複合体に HDAC2 をリクルートすることによって、喘息における炎症遺伝子

をスイッチオフする。慢性閉塞性肺疾患の場合は、HDAC2 の活性と発現が低下しており、これ

は、炎症の増幅とコルチコステロイドの作用に対する抵抗性の原因となっている。HDAC2 の低

下は、喫煙や重度の炎症の結果として発生する酸化ストレスおよびニトロ化ストレスによる二次

的な現象であり、重症喘息、喫煙喘息患者、嚢胞性線維症の場合にも発生するかもしれない。 
同様な機序によって、不顕性アデノウイルス感染症で見られるステロイド耐性を説明すること

ができる。ヒストンデアセチラーゼ活性の低下はテオフィリンによって回復させることができ、

テオフィリンは、慢性閉塞性肺疾患その他の炎症性疾患においても、ステロイド耐性を改善する

ことができると思われる。 
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喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、嚢胞性線

維症、間質性肺疾患、急性呼吸困難症候群など

の最も一般的な肺疾患の多くは炎症が関係し

ており、肺に複数の炎症遺伝子の発現が認めら

れる。これらの炎症遺伝子は、サイトカイン、

ケモカイン、炎症メディエーターを合成する酵

素、炎症メディエーター受容体、接着分子を

コードし、その結果様々な炎症細胞の流入と活

性化が起こる。これらの炎症遺伝子の多くは、

核内因子（NF）-κB やアクチベーター蛋白

（AP）-1 などの炎症誘発性の転写因子によっ

て制御される。これらの転写因子は炎症応答を

統合し、増幅し、永続させ、慢性炎症の分子的

基礎を成している[1-3]。最近、炎症遺伝子をス

イッチオンにする分子機序について多くのこ

とが解明され、さらに重要なのは、解明されて

きたこれらの遺伝子をスイッチオフする機序

が治療に応用可能であることである。染色体内

で DNA が周囲を取り巻いているコアヒストン

の修飾が、すべての遺伝子の発現を制御するう 

えで、また、どの遺伝子が活性化されどの遺伝

子が抑制されるかを決定するうえで、決定的な

役割を果たしている。ヒストンのアセチル化は

遺伝子転写に影響する主要な修飾であり、ヒス

トンセチル基転移酵素（HAT）によって制御さ

れる。これに対して、ヒストン脱アセチル化酵

素 (HDAC)は、過剰アセチル化されたヒストン

からアセチル基を除去する酵素であるが、HAT
の作用に対抗してヒストンをその基底状態に

戻し、同時に遺伝子転写を抑制する。本総説は、

炎症遺伝子の制御におけるヒストンアセチル

化の決定的役割に焦点を絞って述べるもので

ある。ヒストンアセチル化の役割を理解するこ

とは、現在、喘息のような炎症性疾患の治療に

おけるコルチコステロイドの作用の機序と

COPD その他の重症な炎症性肺疾患における

ステロイドに対する耐性の機序に関する重要

な識見を得ることになる。これらの新しい概念

は、今や、新しい治療方法の開発への道筋を示

してもいる。 
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ヒストンとクロマチンのリモデリング 
1960 年代以降、ヒストンのアセチル化と、緊密なクロマ

チン構造のリモデリングが、遺伝子誘導と関係しているこ

とが認識されてきた[4]。しかし、炎症遺伝子が転写因子と

ヒストンアセチル化によってスイッチオンされる分子機序

がよく理解されるようになったのは、つい最近 8 年間のこ

とである。クロマチン構造の変化が遺伝子発現の制御に決

定的である。クロマチンはヌクレオソームから構成されて

おり、ヌクレオソームはコアヒストン蛋白（H2A、H2B、

H3、H4）の各 2 分子ずつから成るオクタマーと DNA で構

成された構造であり、このオクタマーの周りに DNA の 146
の塩基対が取り巻いている（図 1）。休止状態の細胞では、

DNAはこれらの塩基性のコアヒストンの周りにしっかりと

巻きついており、メッセンジャーRNA の形成を活性化する

酵素 RNA ポリメラーゼⅡの結合を排除している。このクロ

マチンの高次構造を閉鎖状態にあるといい、このとき遺伝

子発現は抑制されている。遺伝子転写はこのクロマチン構

造が開放されるときのみ起こり、このとき DNA がヒストン

蛋白からほぐれるため、RNA ポリメラーゼⅡと基底転写複

合体がむきだしの DNA に結合できるようになって転写が

始まる。NF-κB のような炎症誘発性転写因子が活性化され

ると、この因子は DNA の特異的認識配列に結合し、次いで

CREB 結合蛋白（CBP）、p300、p300/CBP 関連因子（PCAF；
図 2）のような大きなコアクチベーター分子と相互作用を行

う。これらのコアクチベーター分子は遺伝子転写を制御す

る分子スイッチの役割を果たし、いずれも内在性 HAT 活性

を有する[5,6]。各コアヒストンには長い末端があり、この

末端はアセチル化されうるリジン残基に富み、したがって

コアヒストンの電荷を制御する。その結果コアヒストンの

アセチル化が起こり、それによってコアヒストンの電荷が

低下し、したがってクロマチン構造が、静止状態の閉鎖高

次構造から、活性化された開放型へと変換される[6]。こう
 
 
 
 
 

 
 
図 1  クロマチンの構造。DNA がヌクレオソームの周囲を取り巻い

ているが、このヌクレオソームは、ヒストン H2A、H2B、H3、H4
各 2 個、計 8 個のヒストン分子で構成されている。各ヒストン分子

にはリジン残基（K）に富む長い尾部があり、このリジン残基は、

アセチル化などの酵素的修飾の部位であり、したがってこの分子の

電荷を変化させて DNA をほどく。 

 
 
 
 
図 2  CREB 結合蛋白（CBP）のようなコアクチベーターは内在性

ヒストンアセチルトランスフェラーゼ（HAT）活性を有するため、

クロマチン構造を開き、その結果 RNA ポリメラーゼⅡを結合させ遺

伝子転写を開始させる。環状 AMP 応答エレメント結合蛋白

（CREB）、核内因子（NF）-κB、アクチベーター蛋白（AP）-1、
シグナル伝達活性化転写因子（STAT）など数種の転写因子が CBP
と相互作用を行う。 
 
 
なると TATA ボックス結合蛋白（TBP）、TBP 関連因子、そ

して最終的には RNA ポリメラーゼⅡの結合が可能になり、

遺伝子転写が開始されるようになる（図 3）。この分子機序

は、細胞の分化、増殖、活性化に関与する遺伝子を含めて

おそらくすべての遺伝子に共通であろう。まさにヒストン

のアセチル化が遺伝子誘導に関係しているのであるから、

HDAC によるアセチル基の除去は静止型クロマチン構造の

再構築と遺伝子発現の欠如または遺伝子サイレンシングと

結びついている（図 3）[7]。 
 
最近この基本的な機序が、気道疾患における炎症遺伝子活

性化の制御を理解するうえで利用されるようになっている。
 
 

 

 
図 3  遺伝子の活性

よって制御される。

スフェラーゼ（HAT
され、クロマチン構造

を結合できなかった

を可能にする。この

同様にこのアセチル

され、その結果遺伝

蛋白；PCAF：p300/C

コアヒストン 

N-末端尾部 

アセチル化 

リジン（K） 

コアヒストン ポリメラーゼⅡ
ヒストン 

アセチル化

抑制型クロマチン 
転写低下 

炎症遺伝子サイレンシング 

活性型クロマチン 
転写増加 

炎症遺伝子活性化 

ヌクレオソーム

ヒストンアセチル化 

コ タ 

コ

アセチル化の標的 

 

脱アセチル化 
ε-アセチルリジン

遺伝子転写

ヒス

RNA ポリメラーゼⅡ

転写因子

遺伝子抑制
アクチベー
ヌクレオソーム
リジンの

アセチル化

リプレッサー 

トン脱アセチル化 
553 

化および抑制はコアヒストンのアセチル化に

ヒストンアセチル化は、内在性アセチルトラン

）活性を有するコアクチベーターによって仲介

を開いて、閉鎖型のクロマチン構造では DNA
RNA ポリメラーゼⅡおよび転写因子との結合

過程は、ヒストンデアセチラーゼ（HDAC）や

化を元に戻す結合コリプレッサーによって逆行

子サイレンシングが起こる。CBP：CREB 結合

BP 関連因子；NCoR：核受容体コリプレッサー

炎症蛋白
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ヒト上皮細胞株では、NF-κB（細胞をインターロイキン

（IL）-1β、腫瘍壊死因子（TNF）-α、内毒素などの炎症

シグナルに暴露することによって誘導される）が活性化さ

れると、ヒストン H4 上の特異的リジン残基のアセチル化

が起こり(ヒストン H3 は炎症シグナルによって顕著かつ迅

速にアセチル化されることはないようである)、これは顆粒

球マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）のような

炎症遺伝子の発現増加と相関関係がある[8]。ヒストン H4
のアセチル化は特異的なパターンを示し、リジン 8 および

12 のアセチル化が好発し、これに比べると N-末端尾部にあ

るリジン残基アセチル化の他の二つの潜在的ターゲット

（リジン 5 およびリジン 16）ではアセチル化が乏しい[8]。

ヒストンデアセチラーゼ 
（ヒストン脱アセチル化酵素） 

HDAC は、コアヒストンの過剰アセチル化を逆行させる

ことによって、遺伝子発現の抑制に重要な役割を演じてい

る。哺乳動物の細胞にはヒストンを脱アセチルする 11 種類

のHDACが現在認識されており[9,10]、大きく2つのグルー

プに分類されている。HDAC1、2、3、8、11 を含むクラス

Ⅰは、酵母蛋白 RPD3 とかなりの相同性を示し、主に核に

局在する。クラスⅡは HDAC4、5、6、7、9、10 を含み、

これらは酵母 HAD-1 様酵素に相同性を示し、核と細胞質の

あいだを行き来する。クラスⅠの HDAC は広範囲に発現さ

れ、ほとんどの細胞型に認められるのに対して、クラスⅡ

の HDAC は分布が限定されているようであり、細胞分化に

関与していると思われる。一部の HDAC は、α-チューブ

リン、p53、p65、MyoD などの非ヒストン蛋白も脱アセチ

ルする。このような様々な HDAC はそれぞれ違ったパター

ンにアセチル化したヒストン、および、それに関連した様々

な遺伝子をターゲットとする[11]。HDAC が異なると制御

の受け方も異なるようである。HDAC は、核受容体コリプ

レッサー、リガンド依存性コリプレッサー、NuRD、mSin3
のようなコリプレッサー分子と相互に結合し、これらの分

子はすべて遺伝子抑制において HDAC を補助し、HDAC
によってスイッチオフされる遺伝子を選択することによっ

て特異性を与えていると思われる[12,13]。 

トリコスタチン A（TSA）は HDAC の非選択的阻害剤で

ある[14]。肺胞マクロファージおよび気道上皮細胞株におい

て、TSAは炎症性刺激による活性化に伴うGM-CSFや IL-8
のような炎症遺伝子の発現を増加させる[8,15,16]。これは

HDAC が通常は炎症遺伝子の発現を抑制する作用をしてい

ることを示唆している。 

ヒストンと同様に、GATA3 や NF-κB のｐ65 成分など

他の転写因子もアセチル化および脱アセチル化の標的であ

り、これによって転写活性が調節されている。したがって

HDAC は不活性ｐ65 とも関係があり、DNA 結合を変化さ

せることなく NF-κB 仲介の遺伝子転写の制御に関わって

いる[17-19]。CBP は p65 上の特異的リジン残基をアセチル

化し、その DNA に対する結合を増加させ、転写を活性化

させる。HDACはこの過程を逆行させる。すなわち、HDAC1
および HDAC2 はアセチル化された NF-κB を脱アセチル

化して核内の阻害物質 IκB-αとの結合を促進させ、ひいて

は細胞質内への搬出を促して NF-κB の活性を終了させる

[18]。これらの HDAC に対する TSA による阻害の結果、

NF-κB の活性化が増強され、IL-8 のような炎症遺伝子の

発現が増強される。さらにリン酸化状態の変化が p65 をコ

リプレッサー(HDAC) との相互作用からコアクチベーター

CBP（HAT）へと切り換える[19]。 

 三つ目のデアセチラーゼ群は、異型のニコチンアミドア

デノシンジヌクレオチド依存性のサーチュイン類である。

この蛋白類は非ヒストン蛋白を脱アセチル化し、単核細胞

におけるプログラムされた細胞死に関与していると考えら

れる[20,21]。たとえば SIRT1 は、これは酵母サイレンシン

グ情報レギュレータ 2(sir2)に相当する哺乳動物の同等物質

であるが、p53 を脱アセチル化し、これによって p53 を介

した転写とアポトーシスを不活性化し、Ku70 を脱アセチル

化することによって Bax 誘発アポトーシスを制御し、

フォークヘッド仲介細胞死を防御する[22]。最近 SIRT1 は

p65 を脱アセチル化し肺がん細胞株におけるアポトーシス

を制御していることも報告されている[22]。 
 

気道疾患におけるヒストンデアセチラーゼ 
喘息 
喘息患者から採取した気管支生検試料では、正常な気道

と比べて HAT の顕著な増加と HDAC 活性のわずかな低下

が認められ、したがって炎症遺伝子発現の増加に好都合な

状況になっている[23]。同様な変化は喘息患者から気管支肺

胞洗浄で得た肺胞マクロファージにも認められる[24]。
HDAC1 の発現はわずかに低下しているが、この肺胞マク

ロファージにおける HDAC2 および HDAC3 の発現は正常

である。末梢血単核細胞（リンパ球および単球）では HAT
および HDAC 活性は正常のようであり、上記の変化が喘息

患者の気道で局所的に発生することを示している。興味深

いことに、喫煙喘息患者においては、非喫煙喘息患者より

も、気管支生検試料における HDAC 活性の低下は有意に大

きく[25]、なぜ喫煙喘息患者のほうが喘息が重症でありステ

ロイド耐性が大きいかということがこれで説明できると思

われる[26]。 
 
慢性閉塞性肺疾患 

COPDにおいてはHDAC活性が肺実質で顕著に低下して

おり、この低下は疾患重症度と相関関係がある[27]。末梢肺

における HDAC の低下は選択性を示し、HDAC2 の顕著な

低下と、HDAC5 および HDAC8 発現のある程度の低下が

認められるが、その他の HDAC の発現は正常である。さら

に HDAC5 発現は、COPD 患者においては核よりも主に細

胞質に認められる。非常に重症な患者（慢性閉塞性肺疾患

のためのグローバルイニシアチブ（GOLD）ステージ 4）
では、HDAC2 の発現は 95％以上低下している。HDAC 活

性の低下は、小気道における IL-8 の発現と炎症細胞数に

よって測定した炎症の強度と関係がある[28]。HDAC 活性

の低下は、COPD の一つの特徴であるコルチコステロイド

の抗炎症作用に対する耐性とも関係がある。タバコの煙に

暴露したラットの肺では HAT 活性は増加し、HDAC2 活性

は低下するが、このようなラットは NF-κB 活性化と炎症

遺伝子の発現が増強している[29]。これとは対照的に、

COPD 患者においては、喘息の場合と同様な、HAT 活性の

増加は認められず、炎症性疾患における遺伝子転写の増加

は、HAT 増加、HDAC 低下、または両者の組み合わせによ

るものであることがわかる。健常な喫煙者から得た肺胞マ

クロファージもHDAC活性およびHDAC2発現の低下を示

し、これは炎症性刺激に応答した TNF-αおよび IL-8 の放

出の増加と相関関係がある[30]。COPD 患者から得た肺胞

マクロファージにおいてはHDAC活性とHDAC2発現がさ

らに低下している。 
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ヒストンデアセチラーゼ損傷の機序 
酸化的およびニトロ化ストレス 
酸化ストレスは、A549 および BEAS-２B のような上皮

細胞株において、ヒストン H4 をアセチル化し、その結果

IL-8 のような炎症蛋白の放出が増える[16,31]。この過程に

は、酸化ストレスによって活性化されることが以前から知

られている転写因子 NF-κB の活性化が関与している。酸

化ストレスは NF-κB の p65 成分と CBP との結合の増強

にも関与する[32]。ヒストンアセチル化の増強は HDAC 活

性の低下によるものと思われ、酸化ストレス（過酸化水素）

は in vitro で上皮細胞株の HDAC 活性および HDAC2 発現

を顕著に低下させる[33]。過酸化水素およびタバコ煙濃縮物

は、この細胞においてヒストン H4 のアセチル化を誘発し

HDAC2 活性と発現を低下させるが、これらの作用は抗酸

化剤 N-アセチルシステインによって抑制できる[34]。この

機序には、スーパーオキシドアニオンと一酸化窒素との相

互作用によって発生する過酸化亜硝酸の形成による

HDAC2 のチロシン残基のニトロ化が関与しているようで

ある。過酸化亜硝酸を生成する化合物である 
3-morpholinosydnonimine は in vitro で上皮細胞の HDAC
活性を顕著に低下させる [33]。チロシンのニトロ化が

HDAC2 を不活性化する機序はまだ不確かである。過酸化

亜硝酸による蛋白のニトロ化は、酵素活性を低下させるな

ど、蛋白機能を変えることは今では十分確認されている（図

４）[35]。HDAC2 の触媒的部分にあるチロシンがニトロ化

されてその酵素的効率が妨害されるのかもしれない。さら

に、蛋白がニトロ化されるとプロテアソームを介してその
 
 

 
 ↑炎症遺伝子発現 ↓ステロイドに対する応答 
 
 
図 4  ヒストンデアセチラーゼ（HDAC）2 の低下の機序。HDAC2
は、誘導型 NO 合成酵素（NOS）およびタバコ煙によって生成され

る一酸化窒素（NO）とスーパーオキシドアニオン（O2
－）との相互

作用によって発生する過酸化亜硝酸によって不活性化される。過酸

化亜硝酸は HDAC2 上のチロシン（Tyr）残基をニトロ化し、これが

酵素活性をブロックし、この酵素をユビキチン化（Ub）およびプロ

テアソームによる破壊に向けてマークすることにもなる。HDAC2
が失われると、炎症性応答が増幅され、コルチコステロイドに対す

る耐性が生じる。 

 蛋白が一層蛋白分解を受けやすくなるようであり[36]、これ

は重症COPDにおけるHDAC2蛋白発現が顕著に低下して

いることを説明できると思われる[27]。 
 
タバコ煙抽出物の作用は酸化ストレスの作用と同様に、

その作用は抗酸化剤 N-アセチルシステインで遮断される

[37]。これは喫煙が COPD 患者に HDAC 欠乏をもたらす機

序の一つであることを示唆している。COPD 患者の気道に

酸化ストレスが増加していることを示すかなりの証拠があ

り、たとえば、COPD 患者では、酸化ストレスのマーカー

であるエタンおよび 8-イソプロスタンの呼気中濃度が増加

していること、末梢肺に 4-ヒドロキシノネナール濃度が増

加しているなどの証拠がある[38～41]｡これらのマーカー

は健常な喫煙者よりも COPD 患者のほうがはるかに増加

し、疾患の重症度と関連する。元喫煙者に酸化ストレスの

マーカーが増加していることを示す証拠もあり、このよう

な患者においては、能動的喫煙と同様に、酸化ストレスが

進行中の炎症過程によって発生することを示している。酸

化ストレスは重症な喘息患者でも増加し[42,43]、その結果、

COPD 患者と同じく、HDAC 活性が低下する。同様に酸化

ストレスは間質性肺炎や嚢胞性線維症においても増加して

いる[44～47]。 
 

ウイルス性感染症 
アデノウイルス感染は in vitro で上皮細胞において炎症

遺伝子の発現を増加させ、これは、CBP のような HAT 含

有コアクチベーターと相互作用することのできるアデノウ

イルス E1A 蛋白によって仲介されるようである[48]。
COPD の肺では、不顕性アデノウイルス感染症と E1A 蛋白

発現増加を示す証拠があるため、これが COPD 患者におけ

る炎症増幅の機序であると思われる[49,50]。面白いことに、

モルモットにおけるアデノウイルス感染はアレルゲンに対

する炎症性応答を増幅させ[51]、卵白アルブミン感作動物の

肺における HDAC 活性の有意な低下と関連している[52]。
このようにアデノウイルスの増幅作用は HDAC に対する

阻害作用によるものであると思われ、核内で HDAC と E1A
蛋白とのあいだに分子的相互作用があるのかもしれない。 
 

コルチコステロイドとヒストンアセチル化 
コルチコステロイドは喘息の治療法の中で抜群に有効な

療法であり、吸入ステロイドは 1990 年代半ば以来、喘息管

理に革新的変化をもたらした[53]。吸入ステロイドは実質的

にすべての喘息患者に有効であるばかりでなく、全身性の

副作用がほとんどない。喘息では、非常に多くの炎症細胞

とメディエーターが喘息の病態に関与しているため、その

複雑性故、低用量のコルチコステロイドがどのようにして

それほど抗炎症効果を発揮するのかを理解することは、困

難であった。現在は、喘息における炎症が、主に AP-1 や

NF-κB のような炎症誘発性の転写因子の活性化を介して

引き起こされることが明らかにされつつある。その結果と

して前述のようにコアヒストンのアセチル化が起こる。コ

ルチコステロイドは、これらの転写因子と、これらの転写

因子の持つヒストン修飾とクロマチンリモデリング誘発の

能力を標的にすることによって、これらの炎症遺伝子をス

イッチオフにし、ひいては喘息における炎症を抑制するよ

うである[54,55]。 
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コルチコステロイドによる遺伝子活性化 
コルチコステロイドは細胞膜を横断して細胞質の糖質コ

ルチコイド受容体（GR）に結合し、この受容体は直ちに核

に移動し、活性化された GR はここでステロイド感受性遺

伝子のプロモーター域の糖質コルチコイド認識エレメント

(GRE)に結合する。その結果、数種の抗炎症遺伝子などの

特定の遺伝子がスイッチオンされる。比較的高い濃度のコ

ルチコステロイドによる遺伝子の活性化はヒストン H4 上

のリジン残基 5 および 16 の選択的アセチル化と関連し、そ

の結果遺伝子転写が増強される（図 5）[8,56]。これは、前

記の残基 8 および 12 が関与する炎症刺激による N-末端尾

部のアセチル化とは異なるパターンのものである。このア

セチル化パターンは、上皮細胞株におけるコルチコステロ

イドに応答しての、抗炎症蛋白分泌性ロイコプロテアーゼ

阻害物質（SLPI）であるアンチプロテアーゼの分泌増加と

相関関係がある。活性化された GR は、いずれも HAT 活性

を有するステロイド受容体コアクチベーター1(SRC1)およ

び糖質コルチコイド受容体相互作用する蛋白-1(GRIP1)と
同様に、CBP や PCAF のようなコアクチベーター分子と結

合する[57,58]。 
 
コルチコステロイドは、アネキシン-1（リポコルチン-1）、

SLPI、IL-10、NF-κB や AP-1 を阻害する NF-κB の阻害

物質、IκB-α、および糖質コルチコイド誘発ロイシンジッ

パー蛋白(GILZ)[8,59]、p38 MAP キナーゼを阻害するマイ

トジェン活性化蛋白（MAP）キナーゼホスファターゼ

-1(MKP-1)などの抗炎症蛋白類の合成を増加させることに

よって、炎症を抑制すると思われる[60]。しかしコルチコス

テロイドの広範囲の抗炎症作用が少数の抗炎症遺伝子の転

写増加によって説明できるとは思われない。とくに、この
 
 
 

 
 
 
 
図 5  コルチコステロイドによる遺伝子活性化。コルチコステロイ

ドは細胞質の糖質コルチコイド受容体（GR）に結合し、核に移行

し、ここでステロイド感受性遺伝子のプロモーター域の糖質コルチ

コイド応答エレメント（GRE）に結合し、また、直接的または間接

的に、内在性ヒストンアセチルトランスフェラーゼ（HAT）活性を

有する CREB 結合蛋白（CBP）、p300/CBP 活性化因子（PCAF）、
ステロイド受容体コアクチベーター（SRC）-1 のようなコアクチ

ベーター分子とも結合し、その結果ヒストン H4 上のリジンをアセ

チル化させ、分泌性ロイコプロテアーゼ阻害物質(SLPI)などの抗炎

症蛋白をコード化する遺伝子が活性化される。 

 ような応答には通常は高濃度のコルチコステロイドが必要

であるが、臨床の場ではコルチコステロイドは低濃度で炎症

を抑制できることを考えればなおさらである。おそらくコル

チコステロイドの副作用の多くが遺伝子活性化機序に仲介

されると思われる。すなわち、二量体となることができない

ため DNA と結合できない変異型の GR を発現しているマウ

スでは、コルチコステロイドによる代謝への副作用が失われ

ているものの、大半が GR モノマーと NF-κB および関連コ

アクチベーター蛋白との相互作用によって起こるその抗炎

症作用は保持されている [61]。 
 
コルチコステロイドによる遺伝子抑制 
喘息において活性化されている炎症遺伝子の大半はその

プロモーター域に GRE 部位を持たないが、コルチコステロ

イドによって強力に抑制される。コルチコステロイドの抗

炎症作用の大半は、サイトカイン、炎症性酵素、接着分子、

炎症性受容体などの多くの炎症性蛋白をコードする遺伝子

の発現を制御する AP-1 や NF-κB などの炎症誘発性の転

写因子の作用の抑制によることが明らかになってきた

[1,2]。活性化された GR は蛋白-蛋白相互作用によって活性

化転写因子と直接相互作用をし、これは多くの場合転写因

子の DNA 結合を変化させない。したがって、気道炎症を

抑制する吸入コルチコステロイドで喘息患者を治療して

も、DNA に対する NF-κB の結合は低下しない[62]。これ

は、コルチコステロイドが炎症誘発性の転写因子の DNA
への結合よりも下流で作用する可能性が高いことを示唆し

ており、クロマチン構造とヒストンアセチル化に及ぼすコ

ルチコステロイドの作用のほうに今では注目が集まってき

ている。 
 
活性化された GR は CBP その他のコアクチベーターに直

接結合してその HAT 活性を阻害し[8]、したがってその後

のヒストンアセチル化とクロマチンリモデリングを防御す

ると思われる。さらに重要なことは、特に喘息治療におい

て治療的に重要と思われる低濃度では、活性化された GR
が HDAC2 のようなコリプレッサー蛋白を、活性化された

炎症遺伝子転写複合体へリクルートし、それによってヒス

トンの脱アセチル化が起こり、この結果炎症遺伝子転写が

低下する(図 6) [8]。この機序は喘息におけるコルチコステ

ロイドの臨床的有効性を説明することができ、GR は

HDAC2 を、すでに NF-κB その他の炎症誘発性転写因子

によって活性化されているすべての炎症遺伝子プロモー

ターにリクルートすると思われる。クロマチン免疫沈降分

析を用いて、コルチコステロイドは GM-CSF のような炎症

遺伝子のプロモーターのアセチル化を抑制することが証明

されている[8]。その他の通常転写されている遺伝子はこの

機序によって認識されないため、コルチコステロイドは、

基礎的細胞機能、増殖、生存に関与する遺伝子をスイッチ

オフにすることはない。さらにこれによって、なぜコルチ

コステロイドが比較的安全であるかが説明される。つまり、

副作用は、遺伝子抑制と HDAC リクルートを介してという

よりも、主に、高濃度のコルチコステロイドを必要とする

遺伝子活性化機序を介して起こるからである。 
 

コルチコステロイド耐性 
コルチコステロイドは喘息その他の慢性炎症性疾患や免

疫疾患の制御に非常に有効であるが、ごく一部の患者は高

用量の経口ステロイドであっても反応できず[63～65]、
COPD 患者は大半がコルチコステロイドに不応性である

[66]。ヒストンのアセチル化と脱アセチル化がコルチコステ
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図 6  コルチコステロイドによる炎症遺伝子抑制。炎症遺伝子は、

インターロイキン（IL）-1βまたは腫瘍壊死因子（TNF）-αのよう

な炎症性の刺激によって活性化され、その結果転写因子核内因子

（NF）-κB を活性化させる I-κB キナーゼ（IKK）2 が活性化され

る。p50 および p65 NF-κB 蛋白から成るヘテロ二量体は核に移動

し、特異的κB 認識部位に結合し、また内在性ヒストンアセチルト

ランスフェラーゼ（HAT）活性を有する CREB 結合蛋白（CBP）ま

たは p300/CBP 活性化因子（PCAF）のようなコアクチベーターに

も結合する。その結果コアヒストン H4 のリジンがアセチル化され、

ひいては顆粒球-マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）のよ

うな炎症蛋白をコードする遺伝子の発現が増加する。糖質コルチコ

イド受容体（GR）は、コルチコステロイドによって活性化された

後、核に移動し、コアクチベーターに結合して直接 HAT 活性を阻害

し、ヒストンデアセチラーゼ（HDAC）が補給され、その結果ヒス

トンアセチル化が逆行し、ひいては炎症遺伝子の抑制に至る。

COX：シクロオキシゲナーゼ 
 
 
ロイドの作用機序に重要であると最近認識されるようにな

り、コルチコステロイド耐性の分子機序に新しい視点が加

えられた。 
 
喘息 
コルチコステロイド耐性患者はまれではあるが、治療上

かなり問題がある[55,56]。ステロイド反応性には幅があり、

完全な耐性はまれであるが、高用量の吸入および経口ステ

ロイドを必要とする患者では相対的な低反応性が誘発され

ている（ステロイド依存性喘息）。生検により、このような

患者ではステロイドの治療にかかわらず喘息の典型的な好

酸球性炎症が証明されている。 
 
コルチコステロイドの作用に対する耐性に関しては数種

の機序があり、患者によって機序が異なると思われる。ス

テロイド依存性または抵抗性の喘息患者から得た末梢血単

核細胞は、すでに報告されているように、サイトカイン放

出の抑制が低下している[67～69]が、細胞を高濃度のデキ

サメタゾン（1μM）処理後に核内のヒストン H4 のアセチ

ル化の低下も認められることが判明した。通常、ヒストン

アセチル化の程度と GR 核局在とのあいだに直接相関関係

があるが、ある患者群では高濃度コルチコステロイドに応

答した GR の核局在が損なわれ、これがヒストンアセチル

化低下の原因である[70]。これは、熱ショック蛋白-90 から

の GR の解離を低下させる GR ニトロシル化の結果である

かもしれない[71]。しかし別の患者群では、GR の核移行が

 正常であるにもかかわらず、ヒストンアセチル化の欠陥が

認められる。これは、IL-2 と IL-4 の組み合わせまたは IL-13
単独によって活性化される p38 MAP キナーゼの活性化に

よって、核内の GR リン酸化が起こり[72]、ひいては特徴的

なコアクチベーターをリクルートできなくなる結果と思わ

れる（図 7）。この結果 GR はステロイド応答性遺伝子を活

性化できなくなると思われる[73]。この患者群では、コルチ

コステロイドによるリジン 5 の特異的アセチル化は不完全

である[70]。おそらくこれは、高用量のコルチコステロイド

の抗炎症作用に決定的な一部の遺伝子を、この患者群では

活性化できないということである。これが遺伝学的欠陥で

あるのかどうかまだ不明である。 
 
慢性閉塞性肺疾患 
吸入コルチコステロイドは喘息においては非常に有効で

あるが、これに比べて COPD では、気道および肺の能動的

な炎症があるにもかかわらず、治療的恩恵はほとんどない。

これは、COPD における炎症がコルチコステロイドによっ

て抑制されず、経口コルチコステロイドを使用しても喀痰

中の炎症細胞、サイトカイン、プロテアーゼは低下しない

という事実[74～76]を反映していると思われる。さらに重

症 COPD 患者の末梢気道の組織学的分析によると、高用量

の吸入コルチコステロイドを投与しても強度の炎症応答が

認められる[28]。活発なステロイド耐性機序が COPD に存

在するという証拠がある。すなわち、COPD ではコルチコ

ステロイドが通常は抑制するサイトカイン（IL-8 や TNF-
αのような）を阻害することができない[74，75]｡in vitro
試験によると、肺胞マクロファージからのサイトカイン放

出に対する、コルチコステロイドの抗炎症作用は、非喫煙

者由来の細胞よりも健常喫煙者由来の肺胞マクロファージ

で抵抗性である。また、COPD 患者では健常喫煙者由来の

細胞と比べて、さらに抵抗性である [77,78]。コルチコステ

ロイドに対するこの応答欠如は、少なくとも部分的には、

HDAC 機能に対する喫煙および酸化ストレスの阻害作用に

よって説明でき、これがコルチコステロイドの決定的な抗

炎症作用を妨げている[30]。実際 HDAC 活性と、サイトカ
 
 

 
図 7  喘息におけるコルチコステロイド耐性の機序。第 1 群患者の

場合は、インターロイキン（IL）-2、-4、-13 のようなサイトカイン

が、細胞質内の糖質コルチコイド受容体（GR）をリン酸化する p38
マイトジェン活性化蛋白キナーゼ（MAPK）を誘導し、この受容体

の核移動を妨げる。第２群患者の場合は、コルチコステロイド療法

に応答しての GR の核移動は正常であるが、ヒストン H4 のリジン

（K）5 のアセチル化が低下しており、おそらくなんらかの重要な

抗炎症蛋白の転写を遮断しているのであろう。NO：一酸化窒素；

GRE：糖質コルチコイド認識エレメント。 

ヌクレオソーム 

コルチコステロイド

（低用量） 

炎症遺伝子 
（GM-CSF、COX-2） 

コアクチベーター 

炎症性刺激 
（たとえば、IL-1β、TNF-α）

コリプレッサー 

アセチル化 脱アセチル化 

↑遺伝子 
転写 

遺伝子抑制 

コルチコステロイド 過酸化亜硝酸

感受性 

キナーゼ？ 

効果あり 効果なし 効果なし 
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イン放出に及ぼすコルチコステロイドの抑制作用との間に

は相関関係がある。COPD における酸化およびニトロ化ス

トレスは、前述のように、HDAC2 を特異的に損傷し、そ

の結果コルチコステロイド耐性に至る（図 8）[79]。これは

COPD のすべての病期に認められるが、極めて重症な患者

のほうがより顕著である[27]。たとえ禁煙しても、COPD
患者のステロイド耐性は持続し[74,75]、これらの患者は酸

化ストレスが継続していることが知られている[39]。 
 
酸化ストレスは、重症喘息患者でも、また発作像悪中も、

増加する[43,80,81]ため、HDAC の低下がこれらの患者に

おけるコルチコステロイドに対する応答低下の原因と思わ

れる。 
 
喫煙喘息患者 
前述のように、喘息患者は喫煙患者のほうが重症であり、

コルチコステロイドの抗炎症作用に抵抗性でもある

[82,83]。このステロイド耐性は、HDAC に対する喘息と喫

煙との複合作用の結果、COPD 患者に匹敵するような顕著

な低下が起こるためと考えられるが、これは本報著者たち

の予備データ[25]によって確認されている。 
 

ウイルス性感染症 
既述のように、モルモットにおけるアデノウイルス感染は

炎症性応答を増幅するようであるが、コルチコステロイド耐

性も招く[84]。ステロイド耐性はウイルス感染動物の HDAC 
 

 
 
図 8  慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者におけるコルチコステロイ

ド耐性機序に関する仮説。正常肺胞マクロファージが刺激される

と、核内因子（NF）-κB その他の転写因子の活性化によるヒスト

ンアセチルトランスフェラーゼの活性化に伴うヒストンアセチル

化が誘発され、続いて腫瘍壊死因子（TNF）-α、インタロイキン（IL）
-8、基質メタロプロテイナーゼ（MMP）-9 のような炎症蛋白をコー

ドしている遺伝子の転写が起こる。コルチコステロイドは、糖質コ

ルチコイド受容体（GR）に結合しヒストンデアセチラーゼ（HDAC）

2 を補給することによって、この過程を逆行させる。この酵素は、

NF-κB によって誘発されたヒストンアセチル化を逆行させ、活性

化された炎症遺伝子をスイッチオフにする。COPD 患者において

は、健常者の場合と同様に、タバコ煙がマクロファージを活性化さ

せるが、酸化ストレス（過酸化亜硝酸の形成を経て作用する）は

HDAC2 の活性を損なう。これは NF-κB 活性化に対する炎症性応

答を増幅するが、HDAC2 はこのときヒストンアセチル化を逆行さ

せることができないため、コルチコステロイドの抗炎症作用の低下

も起こる。 

 活性の低下で説明できる[52]。したがって、COPD で報告さ

れる不顕性アデノウイルス感染症は、これらの患者の末梢

肺の HDAC 活性の低下に寄与していると思われる。アデノ

ウイルス感染症の持続は、小児喘息患者におけるステロイ

ド耐性についても、その原因ではないかと考えられている

[85]。その他のウイルス感染も HDAC2 の作用を損傷する

ことがあり、したがってステロイド耐性を誘発するおそれ

があるが、これに関してはまだ探究が必要である。 
 
その他の疾患 
嚢胞性線維症および間質性肺疾患においては、高度の酸

化ストレス[44～47]が HDAC2 活性を損傷させるため、こ

れらの疾患におけるコルチコステロイドに対する応答が乏

しいことの原因でもあると考えられる[87,88]。 
 

薬剤の作用 
コルチコステロイド 
すでに示したように、コルチコステロイドは HAT 活性を

阻害し、HDAC2 が NF-κB にリクルートされることを可

能にし、これにより活性化炎症遺伝子をスイッチオフする。

このような相互作用には GR の CBP および HDAC との直

接的ないし間接的な結合が含まれる[56]。これは、受容体二

量体化を必要とする GR の DNA 結合と、それを必要とし

ない炎症遺伝子複合体との相互作用とを識別する解離型ス

テロイドを開発することが可能であることを示唆してい

る。主に DNA 結合によって起こる全身性副作用の低減と、

蛋白-蛋白相互作用による抗炎症作用とを見据えて、数種類

の解離ステロイドが開発中である[88]。高濃度のコルチコス

テロイドによる長期治療も HDAC2 発現増強につながるこ

とがある[8]。 
 
テオフィリン 
テオフィリンは喘息治療に長年にわたって使用されてき

たが、その作用機序は解明が難しかった。元来テオフィリ

ンは気管支拡張剤として使用されたもので、ホスホジエス

テラーゼ（PDE）を阻害することによって気道平滑筋を弛

緩させる。テオフィリンは低用量で抗炎症作用を示すこと

を示す証拠が集積しているが、臨床的に有効なテオフィリ

ンの低い血漿中濃度では PDE の阻害活性は取るに足らな

いほどであるため、抗炎症作用が PDE の阻害を介すること

はなさそうである [89]。テオフィリンの抗炎症作用は

HDAC の活性化を介していること、この作用は PDE 阻害

に非依存性であることが証明されつつある[90]。低用量のテ

オフィリンは喘息患者の気道生検試料中の HDAC 活性を

有意に増加させ、HDAC 活性のこの増加は気道好酸球の低

下と相関した[90]。テオフィリンは核抽出物に対して低濃度

（10-7～10-5M）で作用を示すため、核内部で作用し表面受

容体を必要としないということを示している。これはテオ

フィリンの新しい機序と見られ、PDE 阻害剤やアデノシン

受容体拮抗剤によって模倣されるものではない[90]。これは

特に重要である。なぜなら、テオフィリンの主な副作用は

PDE 阻害により（悪心、頭痛）、またアデノシン受容体（A1）

拮抗作用によって（心不整脈、痙攣）仲介されるからであ

る。テオフィリンは HDAC2 を含むクラスⅠの HDAC を優

先的に活性化すると見られる[15]。しかしテオフィリンが

HDAC を活性化する正確な機序はまだ明らかにされていな

いが、HDAC 活性を制御するシグナル伝達経路（おそらく

キナーゼ類）を経由するのであろう。HDAC に対するテオ

コルチコステロイド

健常者 

刺激 

過酸化亜硝酸 

肺胞 
マクロファージ 

ヒストン 
アセチル化 

ヒストンアセチル化

ヒストン 
アセチル化 

タバコ煙 
 

酸化ストレス 



P.J. BARNES ET AL. HISTONE ACETYLATION 

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL VOLUME 25 NUMBER 3 559 

 

フィリンの作用は酸化ストレスの条件下で増大するようで

あり、その結果テオフィリンは炎症遺伝子の制御物質とし

てさらに効果的である[15]。これは、酸化ストレスが増すと

薬物活性が増すと思われるため、疾患が重症になるにつれ

てテオフィリンの用量を増加させる必要はないということ

である。 
 
以上から、テオフィリンはコルチコステロイドの抗炎症

作用を増強する、と予測される。すなわち、炎症遺伝子の

プロモーターで活性化 p65 複合体に結合した HDAC2 の活

性増強が、これらの遺伝子のスイッチオフに一層効果的と

なるからである。実際、治療濃度のテオフィリンは in vitro
でコルチコステロイドの抗炎症作用を顕著に増強する[90]。
適切に制御されていない患者において、吸入コルチコステ

ロイドの用量を上げるよりも低用量のテオフィリンを添加

するほうが有効であるのはなぜか、がこれによって説明さ

れる[91～93]。 
 
COPDのマクロファージではHDAC活性は低下しており、

これに伴って炎症遺伝子発現増加とステロイド耐性が認め

られる。低濃度のテオフィリンはこれらのマクロファージに

おいて HDAC 活性を回復させることができ、その結果これ

らの細胞におけるステロイド応答性が増加する[15]。これら

の in vitro 試験から、低用量のテオフィリンは COPD 患者に

おいてステロイド耐性を改善させることができることが示

唆され、この考え方を検証するための試験が現在実施中であ

る。実際、COPD 患者では、高用量のコルチコステロイドに

対する応答がないが、これとは対照的に、低用量テオフィリ

ンは抗炎症作用を示す[94]。また、テオフィリンと内因性コ

ルチゾルとの間に相互作用があるのかもしれない。さらに、

同様なステロイド耐性の機序が重症喘息や喫煙喘息患者に

も当てはまるため、テオフィリンはこれらの患者でも有用で

あると思われ、これによって、なぜテオフィリンが、とくに

重症患者において、吸入ステロイドに追加治療法として有用

と見られるかが説明できよう[95]。 
 

治療的意義と将来の方向 
ヒストンのアセチル化状態が炎症遺伝子発現を制御する

ということが認識されて、慢性炎症性肺疾患の理解がすす

み、酸化およびニトロ化ストレスが、COPD 患者において、

またおそらく重症喘息および喫煙喘息患者においても、炎

症の増幅とコルチコステロイド耐性をもたらすということ

が発見されたことは、臨床上重要な意義があると思われる。
 
新規コルチコステロイド 
現在利用可能な吸入コルチコステロイドは肺から吸収さ

れて全身循環に入り、したがって高用量では全身作用を引

き起こす。したがって全身作用の少ない、より安全なステ

ロイドが探索されている。このような医薬品の開発に際し

て第一にしなければならないことは、抗炎症作用を、代謝

への作用を主とする副作用をから切り離すことである。コ

ルチコステロイドの抗炎症作用の大半は、HDAC2 を活性

化炎症遺伝子にリクルートした後に起こるヒストン脱アセ

チル化の結果としての遺伝子抑制によって仲介されるので

あるから、切り離すことは可能である。これに対して、コ

ルチコステロイドの全身性副作用の原因となるステロイド

の内分泌および代謝に対する作用は、ヒストンアセチル化

を含むコルチコステロイドの DNA 結合にによって主に仲

介されるようである。遺伝子発現活性化と遺伝子発現抑制

 の分離は、糖質コルチコイド受容体の選択的突然変異を用

いて形質導入された細胞におけるレポーター遺伝子コンス

トラクトを用いて証明された[96,97]。さらに、二量体化せ

ず DNA に結合できない GR を持ったマウスでは遺伝子発

現増強はないが、遺伝子発現抑制は正常のようである

[61,98]。喘息治療において現在使用されている、プロピオ

ン酸フルチカゾンやブデソニドのような局所ステロイド

は、トランス活性化作用よりも強力なトランス抑制作用を

示すようであり、これは強力な抗炎症剤としてこれらの薬

剤が選ばれる理由であろう[99]。新規ステロイドが報告され

ており、そのようなステロイドでは強力なトランス抑制が

認められるがトランス活性化はこれに比してほとんどな

く、治療可能比は大きくなる[88]。最近報告された GR のリ

ガンド結合ドメインに関する結晶構造の解明により、解離

ステロイドの設計がさらにすすむであろう[100]。 
 
非ステロイド系ステロイド 
コルチコステロイドの分子機序が解明されたのであるか

ら、炎症遺伝子抑制に対するコルチコステロイドの作用を

模倣する新規の非ステロイド系抗炎症治療法が開発される

可能性がでてくる。GR が HAT および HDAC と相互作用

をする機序はまだ完全には理解されていない。数種類の他

の結合蛋白が関与していると思われ、新規医薬品開発の標

的となるであろう。 
 
新テオフィリン誘導体 

HDAC を活性化させるその他の手段も治療法として可能

性があり、テオフィリンはこの性質を有するためコルチコ

ステロイドの抗炎症作用を顕著に増強させることが証明さ

れた最初の薬剤である。この種類の中に別の薬剤が発見さ

れる可能性があり、そのような薬剤は、テオフィリンの使

用限界の原因となっている副作用を持たない、新しい種類

の抗炎症薬の基礎となるであろう[89]。低濃度のテオフィリ

ンが HDAC を活性化するが、高濃度（＞10-4Ｍ）では HDAC
を阻害する。これはテオフィリンが部分的アゴニストであ

ることを示す所見であり、より完全なアゴニストを探索す

ればより有効なHDACアクチベーターを見つけることがで

きるであろう。新規 HDAC アクチベーターは HDAC 活性

化を用いる高処理量スクリーニング、とくに酸化ストレス

条件下でのスクリーニングによって、発見されるであろう。

テオフィリンと同様にして HDAC2 活性を制御するキナー

ゼ類やホスファターゼ類は、コルチコステロイドに対する

有効な併用治療法であることも証明されるであろう。 
 
コルチコステロイドの抗炎症作用の多くは NF-κB の転

写作用の阻害で仲介されるようであり、現在、NF-κB を活

性化する IκB キナーゼ（IKK）2 の低分子阻害物質が開発

中である。しかしコルチコステロイドはそのほかにも作用

があるため、IKK2 阻害剤がコルチコステロイドの臨床有効

性に匹敵するかどうか定かでなく、感染に対する感受性増

強のような副作用を示すかもしれない。 
 
ステロイド耐性を迂回させるか逆行させる治療法も必要

である。p38 MAP キナーゼ阻害物質は、ある種のステロイ

ド耐性喘息患者においてステロイド耐性を減弱させ抗炎症

治療法として役立つかもしれないが、ヒストン H4 上のリ

ジン 5 のアセチル化の欠陥を伴うステロイド耐性型の患者

には有益であることは期待できないであろう。COPD 患者

では新規抗炎症治療法の開発かコルチコステロイド耐性の
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逆行が緊急に必要である[101]。低用量テオフィリンは

HDAC 活性を増強させることによって、COPD 患者におけ

るコルチコステロイド耐性を逆行させると思われる[102]。
 
抗酸化薬 
酸化ストレスは、COPD および重症喘息で認められるよ

うに、HDAC 活性と発現を損なう機序であるため、抗酸化

薬は HDAC 活性を増加し、炎症遺伝子をスイッチオフに

し、ステロイド応答性を回復させることができる[32]。N-
アセチルシステインのような現在利用できる抗酸化薬は

非常に強力というわけではなく、肺における酸化ストレス

を十分低減させないかもしれない。新しい、より強力な抗

酸化薬が今後は必要であり、新しいグルタチオンや超酸化

物ジスムターゼ（SOD）類似物を含む数種の薬剤が開発中

である[103]。 
 
誘導型一酸化窒素合成酵素阻害剤 
スーパーオキシドアニオンと一酸化窒素（NO）との相

互作用によって形成される過酸化亜硝酸は HDAC の活性

と発現を低下させる。NO は誘導型 NO 合成酵素（iNOS）
に主に由来するが、これは iNOS の阻害が過酸化亜硝酸の

形成を遮断しステロイド耐性を逆行させることを示唆し

ている。数種の選択的 iNOS阻害物質が現在開発中であり、

そのうちの一つは喘息患者においてNO合成を顕著に低減

させることが証明されている[104]。 
 
分子遺伝学 
遺伝子多型は喫煙者の一部および重症喘息が COPD に

移行する素因となるようであるが、COPD 感受性と喘息重

症度の遺伝子はまだ十分解明されていない。HAT および

HDAC の一塩基多型についてはほとんどわかっていない

が、今後の研究にとって実り多い分野であろう。 
 
今後の研究 
疾患におけるヒストンのアセチル化と脱アセチルの役

割の研究はまだ端緒についたばかりである。この分野の研

究の大半は癌および細胞分化に焦点を当てたものである

が、本総説では、慢性炎症性疾患と、現在利用できる療法

の作用機序の理解に対するその適用可能性を中心にして

述べた。ヒストンのアセチル化および脱アセチル化は多く

の要因の影響を受ける（表 1）。RNA 干渉のような新しい

技術は特異的HATおよびHDACをノックダウンして肺細

胞におけるこれらの役割と相互作用を研究することがで

きる。この方法は in vivo 動物モデルにも適用することが

できる。マウスでは、特異的 HAT および HDAC 遺伝子の

選択的欠失とトランスジェニック発現も、とくに細胞選択

的な条件付ノックアウトを誘発させるとき、やはり非常に

多くの情報を与えてくれるようである。現在選択的薬剤は

ほとんどないが、TSA や suberoylanilide hydroxamic acid
のような非選択的HDAC阻害物質が全体的HDAC低下を

調べるためにすでに使用されている。より選択的な阻害物

質が今生まれつつあり、探索的ツールとして有用であろう

[105]。テオフィリンは今までに同定された唯一の HDAC
アクチベーターであるが、この作用の分子機序はまだ解明

されていない。テオフィリンが HDAC を活性化する分子

経路を理解すれば、将来炎症性疾患の治療のための新規な

治療方法が得られるであろう。 

  

表 1 ヒストンのアセチル化および脱アセチル化に 
影響する要因 

 
アセチル化 脱アセチル化 

増加 低下 増加 低下 

 
 
 
 

酸化ストレス 

 
コルチコ 
ステロイド 
抗酸化薬 

 
コルチコ 
ステロイド 
テオフィリン 
抗酸化薬 

 
酸化ストレス 
過酸化亜硝酸 
HDAC 阻害物質：
TSA, SAHA 

 
 
NF：核内因子；AP：アクチベーター蛋白；HDAC：ヒストンデアセチラーゼ；

TSA：トリコスタチン A；SAHA：suberoylanilide hydroxamic acid 
 
 
 
現在生まれようとしている重要な研究分野は、リン酸化、

メチル化、ユビキチン化のようなさまざまなコアヒストン修

飾法がどのようにしてアセチル化と相互作用をして特異的

遺伝子発現の特異性と速度論を決定するのかということで

ある。これが解明されれば、遺伝子がどのようにしてそれぞ

れ異なった制御を受けるのか、また、将来、より特異的な遺

伝子制御をどのようにして行えるようになるのかが明らか

になるであろう。もう一つ別の新しい研究分野は、HAT お

よび HDAC が、転写因子や鍵となる制御蛋白などのヒスト

ン以外の蛋白を修飾するという認識に関するものである

[106～108]。これは疾患において第一の重要性があると思わ

れ、HAT および HDAC の展望を広げるものである。 
 
ヒストンのアセチル化および脱アセチル化の研究は、とく

に新しい技術が開発されている折から、急成長している分野

である。この研究はすでに、喘息および慢性閉塞性肺疾患に

関わる基本的な機序に重要な新しい識見をもたらしている。

肺疾患についての今後の研究にとっての意義は計り知れな

いものがあると思われる。 
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