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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成２８年 ８月１８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  熊本大学•エイズ学研究センター   

（ふりがな）            ありうみ やすお 

職・氏 名    准教授•有海 康雄     
 

1. 事 業 名 相手国（ スイス  ）との共同研究  振興会対応機関（ OP ） 

2. 研 究 課 題 名    レトロエレメントのヒトゲノムへの転移制御機構          

3. 全 採 用 期 間 

平成２６年 ７月 １７日 ～ 平成２８年 ７月 １６日 （ ２ 年  ０ ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

本事業により執行した研究経費総額     研究交流経費（直接経費）：4,600,000 円 

                     間接経費：  ０   円 

初年度経費  研究交流経費（直接経費）：2,000,000円、間接経費：  0   円 

２年度経費   研究交流経費（直接経費）：1,800,000円、間接経費：    0   円 

３年度経費   研究交流経費（直接経費）：  800,000 円、間接経費：  0     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 

井上 万里子 

 

熊本大学エイズ学研究センター•技術補佐員 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne・教授•Didier Trono                                  

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Priscilla Turelli 
Marco Cassano 
Nathaly Castro Diaz 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne・ユニット長 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne・博士研究員 

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne・博士課程大学院生 
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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。） 

レトロエレメントのヒトゲノムへの転移を制御する宿主因子の探索と機能解析 
 ヒトゲノムの約45%を占める転移因子である内在性レトロエレメントが無秩序にヒトゲノム内を

動き回ると、宿主ゲノムの不安定性が増加し、遺伝病や癌を誘発するリスクが高まる。しかしなが

ら宿主のレトロエレメントの制御機構はまだ不明な点が多い。そこで、レトロエレメント研究の世

界的権威であるスイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) Didier Trono教授らとの国際共同研究にお

いて、逆転写酵素を保持し、ヒトゲノムにインテグレーションされる３つのレトロエレメント、ヒ

ト免疫不全ウイルス(HIV-1)、B型肝炎ウイルス(HBV)、そしてヒトゲノムの約17％を構成するレト

ロトランスポソンLINE-1を比較しながら、これらレトロエレメントのヒトゲノムへの転移機構を制

御する宿主要因について明らかにする共同研究プロジェクトに着手した。 
 平成２６年７月１７日〜８月７日にスイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)Trono 研究室(スイ

ス、ローザンヌ市)において、ヒト免疫不全ウイルス(HIV-1)及び内在性レトロトランスポゾン

LINE-1のヒトゲノムへの組込みに関与する宿主因子をレトロトランスポジション能やHIV-1イン

テグレーション効率を簡便にモニター可能な LINE-1-EGFP、LINE-1-Luc 及び HIV-1-GFP を用

いて探索した結果、DNA 修復因子 Rad18 が HIV-1 感染や LINE-1 のヒトゲノムへの組込みを強

く抑制することを見出した。さらに種々の癌抑制因子の LINE-1 転移能に及ぼす影響を解析した結

果、細胞周期抑制因子として知られる p21Waf1が強く LINE-1 のヒトゲノムへの転移を抑制するこ

とも見出した。 
 一方、HIV-1 分子クローンと LINE-1 を 293T 細胞において共発現させると、LINE-1 の転移能

が HIV-1 により顕著に抑制されることを見出した。そこで、平成２７年３月７日〜３月１５日に

スイスの Trono研究室を再度、訪問し、HIV-1 のどの因子に LINE-1 転移抑制能があるのか検討し

た結果、Vpr が強く LINE-1 の転移能を抑制することを同定した。宿主細胞周期制御因子 p21 や

HIV-1にコードされる細胞周期制御因子 Vprが LINE-1のレトロトランスポジションを抑制すること

を見出したので、研究成果を平成２７年５月、米国ニューヨーク州で開催された Cold Spring Harbor 

Retroviruses Meeting においてこの共同研究成果を発表した。さらに分子生物学分野で権威ある

Nucleic Acid Research(IF:9.2)に投稿した結果、一定の評価を受け、Revision となった。外部審

査員より論文アクセプトのため要求された細胞周期制御機構と LINE-1 の転移制御機構に相関関係

があることを証明する実験を平成２７年９月１日〜９月２３日にスイス Trono研究室において、実施した。

HIV-1 感染細胞をはじめ、HIV-1 Vpr、p21 あるいは p27 発現細胞の細胞周期解析方法を EPFL 大学

FACS 施設において、Trono 研究室在籍の大学院生より習得した。 

 また、DNA 修復因子 Rad18 と HIV-1 インテグラーゼが相互作用し、HIV-1 のインテグレーション

を阻止すること、Rad18 が LINE-1 にコードされる ORF1p と相互作用し、LINE-1 の転移能を抑制す

ることを見出したので、平成２７年６月、米国フロリダ州ウエストパームビーチで開催された FASEB 

Scientific Research Conferenceや平成２８年５月米国ニューヨーク州で開催された Cold Spring 

Harbor Retroviruses Meeting において、DNA 修復因子 Rad18と HIV-1及び LINE-1の転移制御に関

する共同研究成果を報告した。興味深いことに平成２８年７月３日〜７月１５日にスイスで実施した共

同研究の結果、HIV-1 Vif と Rad18 が相互作用することにより HIV-1 の複製を抑制するという新しい知見も

見出したので、平成２８年９月にドイツで開催予定の Frontiers of Retrovirology において、研究成果を口

頭発表する予定である。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

有海 康雄 

 

 

有海 康雄 

 

 

有海 康雄 

 

 

有海 康雄 

 

 

有海 康雄  

 

 

有海 康雄 

 

 

有海 康雄 

 

 

平成２６年７月１７日〜 

平成２６年８月７日 

 

平成２７年３月７日〜 

平成２７年３月１５日 

 

平成２７年５月１８日〜 

平成２７年５月２５日 

 

平成２７年６月１４日〜 

平成２７年６月１９日 

 

平成２７年９月１日〜 

平成２７年９月２３日 

 

平成２８年５月２３日〜 

平成２８年５月３０日 

 

平成２８年７月３日〜 

平成２８年７月１５日 

 

スイス連邦工科大学ローザンヌ

校(EPFL)Didier Trono 研究室・ 

スイス 

スイス連邦工科大学ローザンヌ

校(EPFL)Didier Trono 研究室・ 

スイス 

Cold Spring Harbor Retroviruses 

Meeting (Cold Spring Harbor 研

究所•米国) 

FASEB Scientific Research 

Conference(ウエストパームビー

チ マリオットホテル•米国) 

スイス連邦工科大学ローザンヌ

校(EPFL)Didier Trono 研究室・ 

スイス 

Cold Spring Harbor Retroviruses 

Meeting (Cold Spring Harbor 研

究所•米国) 

スイス連邦工科大学ローザンヌ

校(EPFL)Didier Trono 研究室・ 

スイス 

 計 ７ 名（延べ人数） 計 ８９ 日 

 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

Priscilla Turelli 平成２７年３月２０日〜 

平成２７年３月３０日 

熊本大学エイズ学研究センター 

計  １ 名（延べ人数） 計 １１日 


