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（様式４－１） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成 24 年  ４ 月  １日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局 東京大学・大学院農学生命科学研究科 

（ふりがな）           たかはし  しんいちろう 

職・氏 名    准教授・高橋 伸一郎    
 

 

1. 事 業 名 相手国（ スウェーデン ）との共同研究  振興会対応機関（  VINNOVA  ） 

 

2. 研 究 課 題 名     細胞癌化における IGF-I 受容体／IRS ユビキチン化の新しい役割        

 

3. 全 採 用 期 間 

 

平成 ２２ 年 ４ 月 １ 日 ～ 平成 ２４ 年 ３ 月  ３１ 日 （  ２ 年  ０ ヶ月） 

 

4. 経 費 総 額 

 

（1）本事業により執行した研究経費総額   5,000,000  円 

 

初年度経費 2,500,000 円、 ２年度経費 2,500,000 円、 ３年度経費    円 

 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額    0 円 
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5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名
（ふりがな）

 所 属・職 名 研 究 協 力 テ ー マ 

伯野 史彦
（はくの ふみひこ）

 

 

福嶋 俊明
（ふくしま としあき）

 

 

佐伯 泰
（さえき やすし）

 

 

伊藤 昭博
（いとう あきひろ）

 

 

吉原 英人
（よしわら ひでと）

 

 

米山 鷹介
（よねやま ようすけ）

 

 

安藤 康年
（あんどう やすとし）

 

 

尾添 淳文
（おぞえ あつふみ）

 

 

吉 永  聖
（よしなが さとし）

 

 

山中 大介
（やまなか だいすけ）

 

 

亀井 宏泰
（かめい ひろやす）

 

 

曽根 芽里
（ そ ね  め り ）

 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・

助教 

広島大学・医学系研究科・助教 

 

東京都医学研究機構臨床医学研究所・主

任研究員 

独立行政法人理化学研究所・専任研究員

 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・

大学院生 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・

大学院生 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・

大学院生 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・

大学院生 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・

大学院生 

日本医科大学・老人病研究所・リサーチ

フェロー 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・

リサーチフェロー 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・

リサーチフェロー 

IRS 過剰発現による IGF シグナル修飾機構 

 

IRS のユビキチン化の制御機構の解明 

 

IRS のユビキチン化の制御機構の解明 

 

IRS と結合するユビキチン関連酵素の同定 

 

Usp7 の機能解析 

 

IRS の局在制御による IGF シグナル制御 

 

IRS結合タンパク質によるIGFシグナル制御機

構の解明 

IRS結合タンパク質によるIGFシグナル制御機

構の解明 

IRS の局在制御による IGF シグナル制御 

 

IRS結合タンパク質による PI 3-kinase活性の

修飾機構の解明 

IRS結合タンパク質による PI 3-kinase活性の

修飾機構の解明 

IRS結合タンパク質によるIGFシグナル制御機

構の解明 
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（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  Karolinska Institute・Associate Professor of Pathology・Dr. Leonard Girnita     

 

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

 

氏  名 所属・職名（国名） 研 究 協 力 テ ー マ 

Ada Girnita 

 

 

 

Huiyuan Zheng 

 

 

 

Claudia Mateoiu 

Cancer Center Karolinska, 

Karolinska Institute 

Assistant professor 

 

Cancer Center Karolinska, 

Karolinska Institute 

MD, PhD student 

 

Cancer Center Karolinska, 

Karolinska Institute 

MD, PhD student 

GRK2、GRK6 による IGF シグナル制御機構の

解明 

 

 

GRK2、GRK6 による IGF シグナル制御機構の

解明 

 

 

GRK2、GRK6 による IGF シグナル制御機構の

解明 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

 

研究背景と研究目的 

 悪性腫瘍はヒトの死因の第一位で、その予防法や治療法の開発が切望されている疾患であることは言うま

でもない。しかし、その発症や異常増殖の分子機構には、未だに解決すべき不明な点が数多くある。これま

でに、悪性腫瘍の形成過程にはインスリン様成長因子（insulin-like growth factors; IGFs）が関わること

が示されており、疫学的に血中 IGF 濃度と種々の悪性腫瘍の発生率の関連も報告されている。また、IGF-I

受容体の抗体がいくつかの悪性腫瘍の増殖や転移を効果的に阻害することも明らかとなり、抗体医薬による

抗癌治療の治験も進められている。 

 一般に IGF が細胞膜に存在する IGF-I 受容体に結合すると、受容体に内蔵されているチロシンキナーゼが

活性化し、細胞内基質をリン酸化する。そのような細胞内基質の一つがインスリン受容体基質（insulin 

receptor substrates: IRSs）で、このリン酸化を契機に伝達系下流にシグナルが伝わり、細胞の増殖や運動

が誘導、細胞死が抑制される。 

 今回、共同研究を行った Dr. Girnita のグループと我々のグループ、そして他の研究グループの報告を併

せると、「①IGF-I 受容体には、アダプタータンパク質β-arrestin を介してユビキチン化酵素 Mdm2 が結合、

Mdm2 によってユビキチン化されるとプロテアソームによって分解が誘導される。同時に、②IGF-I 受容体に

は別のアダプタータンパク質Grb10を介してユビキチン化酵素Nedd4が結合している。一方、③IRSにもMdm2、

Nedd4 が結合し、いずれも IRS をユビキチン化する。④Mdm2 による IRS のユビキチン化は、IRS の分解を促

進し、IGF シグナルを抑制する結果、増殖が阻害される」ことが、既に明らかにされている。  

 そこで本研究では、IGF-I 受容体および IRS のユビキチン化あるいは脱ユビキチン化を制御する分子群を

特定し、これらによって IGF-I 受容体および IRS を介したシグナルが制御され、IGF 刺激に応答して癌細胞

に異常増殖や転移が起こる新しいメカニズムを解明することを目的とした。 

 

研究計画の実施状況と研究成果 

まず、今回の共同研究の過程で、IGF-I 受容体とβ-arrestin の結合は GPCR-kinase (GRK)による IGF-I 受

容体のリン酸化により制御されていることが明らかとなった。特に、GRK の中で GRK2 と GRK6 が IGF-I 受容

体の C 末端領域の特定のセリン残基をリン酸化するとβ-arrestin が結合、Mdm2 を IGF-I 受容体にリクルー

トし、IGF-I 受容体がユビキチン化される。その結果、IGF-I 受容体が分解されることがわかってきた。また

ある種の癌細胞では、GRK による IGF-I 受容体のリン酸化が調節されており、その結果 IGF-I 受容体が分解

されにくくなり、癌の悪性化が進行するというメカニズムの存在も想定されている。 

一方我々は、IRS が多くのタンパク質からなる巨大複合体に含まれており、この複合体が IRS のチロシンリ

ン酸化を調節することを明らかにしてきた。この IRS 結合タンパク質の中から、今回、IRS と相互作用する

ことによって、脱ユビキチン化して分解を抑制する Usp7 の同定に成功し、その機能解析を進めた。その結果、

Usp7 は IGF やインスリン刺激のない基底状態では IRS との相互作用が維持されており、IRS の脱ユビキチン

化を誘導して分解を抑制していることを発見した。これに対して、IGF/インスリン刺激に応答して下流の PI 

3-kinase カスケードが活性化されると、IRS にセリン／スレオニンリン酸化などの修飾が誘導され、Usp7 が

IRS から遊離、その結果 IRS の分解が促進され、IGF/インスリンシグナル伝達が阻害されることがわかった。

これは、インスリン様活性の脱感作システムに Usp7 が関与していることを強く示している。細胞の癌化はイ

ンスリン様シグナルの制御不能、すなわち脱感作システムの破綻の結果であると考えられ、Usp7 と IRS の相
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互作用が何らかの機構で維持され、癌の悪性化を引き起こしている可能性も考えられ。現在、癌化した細胞

における Usp7 と IRS との結合量の測定を進めている。 

 これまでに我々は、IRS が形成している巨大分子複合体にユビキチンリガーゼ Nedd4 が含まれることを明

らかにしている。そこで本研究では、IGF やインスリンの標的細胞で Nedd4 と IRS-2 が相互作用しているか

を調べ、増殖活性やインスリン活性の高い細胞で Nedd4 と IRS-2 が強く相互作用していることを見出した。

次に、Nedd4 を細胞に過剰発現したところ、IGF-I 受容体やインスリン受容体、IRS-1 の IGF/インスリン依存

性チロシンリン酸化には変化が観察されなかったのに対して、IRS-2 のチロシンリン酸化が増加し、これを

反映して IRS-2 の下流シグナルが増強することを発見した。他の結果も併せると、Nedd4 による IRS-2 のユ

ビキチン化は、IRS-2 を IGF-I 受容体やインスリン受容体の存在する画分にリクルートし、IRS-2 の IGF/イ

ンスリン依存性チロシンリン酸化を増加させる、その結果、細胞増殖やインスリン活性が増強すると考えら

れた。更に、ある種の腫瘍細胞の悪性化と IRS-2 と Nedd4 の相互作用の増加との相関も明らかになりつつあ

る。現在、Nedd4 によるユビキチン化を脱ユビキチン化する脱ユビキチン化酵素を IRS と相互作用するタン

パク質の中から同定を進めており、Nedd4 あるいはこの脱ユビキチン化酵素と IRS との相互作用を修飾する

低分子化合物のスクリーニングに展開したいと考えている。 

 

研究成果をもとに提唱が可能となった作業仮説と今後の展望 

 最近になり、ユビキチン化されたタンパク質が分解されるか、細胞内部位を変えるなどの他の制御を受け

るかは、ユビキチン化されるリジン残基、ユビキチン鎖の長さ、ユビキチン鎖中のユビキチン同士の結合様

式などの違いによって決定されると考えられてきている。これらの知見と本共同研究の成果をもとに、「悪性

腫瘍細胞では、①GRKの活性化の制御を介してIGF-I受容体とβ-arrestinの相互作用が高レベルに維持され、

Mdm2 が IGF-I 受容体にリクルートされる。IGF-I 受容体が分解されると同時に、②IRS と相互作用する Mdm2

が減少、Mdm2 による IRS の分解が起こらなくなり、IRS を介した IGF シグナルが増強される。更に、③何ら

かの機構で Usp7 と IRS との相互作用が維持され、IRS の分解が抑制される。④一方 Grb10 量が低下している

ため、IGF-I 受容体と Grb10、Nedd4 の相互作用が減少、これが原因で Nedd4 が IRS にリクルートされ、Nedd4

により IRSの特定のリジン残基のユビキチン化が増加する。Nedd4 によりをユビキチン化された IRS は、IGF-I

受容体画分にリクルートされ効率よくチロシンリン酸化される。これらの結果として、⑤IGF シグナルが異

常に増強され、異常増殖の誘導・細胞死の抑制・転移が起こる」という全く新しい作業仮説を、我々は提唱

している。 

 今後、今回明らかとなった IGF-I 受容体あるいは IRS に相互作用するユビキチン化酵素、脱ユビキチン化

酵素、そしてその活性の修飾分子群が、悪性化した腫瘍細胞において、どのような様式で IGF-I 受容体や IRS

のどのリジン残基をユビキチン化あるいは脱ユビキチン化し、その結果増殖や浸潤を促進するかについて、

更に検討を進めたいと考えている。


