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（様式４－１） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成 25 年  3 月 8 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   東邦大学・医学部       

（ふりがな）        （たまる てるや） 

職・氏 名  講師・田丸 輝也       
 

1. 事 業 名 相手国（  インド  ）との共同研究  振興会対応機関（      DST        ） 

2. 研 究 課 題 名   発癌プロセスにおける概日周期性蛋白質修飾の役割                      

3. 全 採 用 期 間 

平成 23 年   6 月  1 日 ～ 平成  25 年   3 月  31 日 （   1 年  10 ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  200 万 円 

初年度経費 100 万 円、 ２年度経費 100 万円、 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  310 万 円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

二宮 康晴 

小澤 岳昌 

服部 満 

中畑 泰和 

桂 嘉宏 

Lingzhi Yang 

独立法人放射線医学研究所・研究員 

東京大学・教授 

東京大学・博士研究員 

奈良先端科学技術大学院大学・助教 

東京大学・大学院生 

東京大学・大学院生 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名 CENTRAL DRUG RESEARCH INSTITUTE, Scientist & Group leader, Durga Prasad Mishra 

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

SARIKA SINGH 

Shivali Duggal 

Ravi Thakur 

Rachana Trivedi 

MLB  Bhatt 

 

CENTRAL DRUG RESEARCH INSTITUTE (CDRI), Scientist 

CSM Medical University, Scientist 

CENTRAL DRUG RESEARCH INSTITUTE, PhD Student  

CENTRAL DRUG RESEARCH INSTITUTE, PhD Student  

CSM Medical University,  Professor 
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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。） 

概日システム(CS; circadian system)は、時計蛋白質(BMAL1 等)が構成する分子時計を中核とする genome-wide な生理機能

の統合制御系であり、環境・ストレス因子の時間変化に適応する同調性を有する。その機能不全は発癌プロセスに関わっ

ている。CS は、24 時間周期の分子時計が中核であり、その制御において概日性蛋白質修飾 circadian protein modifications 

(CPM)が統合的役割を担っていることがわかってきている。本共同研究の目的は発癌プロセス（細胞内シグナリング、細

胞死、DNA 修復、エピゲノム異常など）における CPM の役割を解明し、癌治療に生かすことであった。本共同研究によ

り、実験技術・リソースの相互提供によって、日本側は、発癌の初期過程、予防医学に結びつくような基礎研究、インド

側は、発癌の後期過程（浸潤、転移）癌の chronothearapy に繋がるようなより応用的な研究に重点をおいた成果を得た。 

I)日本側主体の研究：概日性蛋白質修飾が統合制御するストレス応答・防御システムの解明  癌抑制に関わる分子とし

て BMAL1, CK2 を想定していたが、下記のように、活性酸素など発癌に関わるストレス条件下に焦点を当てた研究にお

いて、顕著な成果が得られた。活性酸素(ROS)は呼吸を介するエネルギー代謝で産生され、殆どは抗 oxidant 系により除

去されるが、残存した ROS は細胞内分子(DNA、酵素)に損傷を与え、それが、ゲノム・エピゲノム異常に繋がり、癌の

要因となる。ヒートショック(HS)応答系は、ストレスに対する普遍的防御系で抗酸化、癌抑制にも関わっている。HSF(Heat 

shock factor)1 は、HS 応答に必須な転写因子である。本年度 我々は、適度な HS パルスや活性酸素ストレスによって哺

乳類概日リズムがリセットされることを発見した(PLoS ONE, 2012)。時計遺伝子 Per2 プロモータと Heat shock 

element(HSE)制御下のルシフェターゼをレポータとして発現した細胞に 最適な上記刺激を施し、発光解析を行うと、一

過性のレポータ活性の上昇に引き続いて、概日 Per2 リズムのリセットが認められた。HSF1 欠損細胞では、このようなリ

セットが見られず、Per2 プロモータ中に機能的 HSE を同定できたことからも、この HS パルス・活性酸素ストレスによ

るリズム同調には HSF1 が必須であることが判った。また、処理後、HSF1 と時計転写促進因子 BMAL1:CLOCK 間の結合

が認められた。さらに、CK2 がこれらをリン酸化して、BMAL1-HSF1 の結合、HS 応答、Per2 リズムのリセット、抗ア

ポトーシス・抗酸化応答等の防御系を制御する事を示した。以上の結果から、HS パルス・活性酸素によってリセットさ

れる概日リズム発現系に HS システムと概日システムのクロストークとそれを統括制御する CK2 シグナルが関与してい

ることが示めされた。本成果は、癌の thermotherapy や予防医学の分子基盤、治療ターゲットの探索に繋がることが期待

される。 

II)インド側主体の研究：Role of circadian protein modifications in Endoplasmic reticulum stress induced tumor suppression  

1) The anticancer drug cisplatin (CP)-induced anticancer effects are associated with ER stress mediated apoptosis although it’s not 

effective in all patients. The circadian protein Per3 has recently been shown to enhance malignancy by exerting anti-apoptotic effects. 

However, the molecular mechanisms of Per3 induced chemoresistnace to CP therapy are not very clear. The present study 

investigated the protective effects of Per3 overexpression against CP-induced effects in Gliom cell lines. Methods: U87MG glioma 

cells were over expressed with Per3 and subjected to either vehicle / CP treatment.Apoptosis was assessed by the terminal 

deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) method. The expressions of C/EBP-homologous protein (CHOP), 

glucose-regulated protein 78 (GRP78), caspase-12, the phosphorylation of Akt, cleaved-caspase-3 and EPO receptor (EPOR) were 

measured after CP-treatement at 24,48 and 72h. In addition, light microscopy and immunohistochemistry examinations were 

performed. Results: CP caused an increase in TUNEL-positive cells that was accompanied and apoptotic cell death induced by CP 

was significantly abrogated by Per3overexpression at 48h by morphological evidence of apoptosis. The over-expression of 

CP-induced endoplasmic reticulum (ER) stress markers (CHOP and GRP78) and activation of caspase-12 were suppressed by Per3 

overexpression, which also attenuated the CP-induced suppression of phosphatidylinositol-3kinase/Akt (PI3K/Akt) signaling in rat 

kidneys. In addition, LY294002 diminished the effect of Per3 on cytoprotection and antiapoptosis. Conclusions: Overexpression of 

Per3 attenuates the effects of CP induced ERstress in glioma cells. Therefore a possible mechanism of Per3 induced chemoresistnace 

to CP treatment is through the involvement of PI3K/Akt activation and the inhibition of ER stress-mediated apoptosis. 

2) Expression of CK2 is highly elevated in HNSCC tumor cells where it protects cells from apoptosis. Accordingly inhibition of CK2 

is known to induce programmed cell death, making it a promising target for cancer therapy. In the present study we investigated 

radiosensitization through CK2 inhibition in HNSCC (Cal 27 and Fadu) cells. We found that the inhibition of CK2 triggered 

mitochondrial apoptotic pathway indicated through the down-regulation of bcl-2 and subsequent cytochrome c release. In both cell 

lines, an activation of the endoplasmic reticulum (ER) stress response was found, which correlated with the increased radio 

sensitivity. We show that inhibition of CK2 induced ER stress response resulting in radiosensitization in HNSCC cells. 


