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研究成果の概要（和文）： 

 
本提案者らは Ran や RanBP1 (=Ran binding protein 1)に関する研究を行っている過程で、MEF 

(=mouse embryonic fibroblast)細胞の細胞老化が進行するにつれて、Ran の発現量が徐々に低下す
るとともに、細胞老化に伴って Ran の局在が徐々に細胞質に偏在していくことを発見した。こ
れらの知見に基づき、Ran サイクルの変化とそれに伴う核―細胞質間分子輸送機構の変化が、
細胞老化進行の根幹となっているのではないかと考え、Ran サイクルと細胞老化の関係を明ら
かにすることを目的として研究を進めた。正常ヒト細胞を用いて、継代培養を続けると、Ran

の発現量が低下し、その局在が細胞質側に偏移していくことが確認でき、その変化に応じて、
核輸送因子である importin の局在が変化するとともに、その発現量が低下して行くことがわ
かった。また、正常ヒト細胞において、Ran の発現量をノックダウンすると、senescence-associated 

beta-galactosidase 活性が上昇し、細胞老化が進行することが明らかとなった。以上より、細胞
老化と Ranサイクルが密接に関わっていることが明らかになった。 

 

研究成果の概要（英文）： 
 

The small GTPase Ran, Ras-related nuclear protein, plays important roles in multiple fundamental 

cellular functions such as nucleocytoplasmic transport, mitotic spindle assembly, and nuclear envelope 

formation, by binding to either GTP or GDP as a molecular switch.  During the long-term culture of 

normal mammalian cells, I found that the endogenous Ran level gradually reduced in a 

passage-dependent manner.  To examine the physiological significance of Ran reduction, I first 

performed small interfering RNA (siRNA)-mediated abrogation of Ran in human diploid fibroblasts.  

Ran-depleted cells showed several senescent phenotypes.  Furthermore, I found that nuclear 

accumulation of importin , which was also observed in cells treated with siRNA against CAS, a 

specific export factor for importin, occurred in the Ran-depleted cells before the cells showed 

senescent phenotypes.  Further, the CAS-depleted cells also exhibited cellular senescence.  Indeed, 

importin  gradually accumulated in a passage-dependent manner.  Thus, reduction in Ran levels 

causes nuclear accumulation of importin  leading to cellular senescence in normal cells.  The amount 

of intracellular Ran may be critically related to cell senescence.  The cellular aging process may 

proceed through gradual regression of Ran-dependent nucleocytoplasmic transport competency. 
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１．研究開始当初の背景 

 

１９６１年、Hayflick らは、ヒトの正常組織
から取り出した体細胞を培養すると、ある一
定回数の分裂を繰り返した後、細胞分裂を停
止して不可逆的な増殖停止状態に入ること
を見出し、この現象を細胞老化 (cellular 

senescence)と呼んだ（Hayflick and Moorhead, 

Exp. Cell Res., 1961）。その後、多くの研究者
がこの現象に着目して研究を進めたが、それ
らの研究は、主として細胞増殖や細胞周期に
直接関与する因子に焦点を当てたものであ
り、核―細胞質間分子輸送の観点から統合的
に進められた研究は全くない。一方、細胞老
化 の 特 徴 的 な 性 質 の １ つ と し て 、
phosphorylated extracellular signal-regulated 

protein kinase 1/2 (SA-Erk1/2)の細胞内局在が
細胞質に偏るといった現象が知られている
（Kim, et al., J. Biol. Chem., 2003）。また、人為
的に細胞老化を誘導する実験では、過酸化水
素で細胞を処理する系がしばしば用いられ
るが、本研究者らは、過酸化水素などで細胞
を処理すると、そのストレスに応答して輸送
因子の１つである importin が核に蓄積する
ことを発見するとともに(Miyamoto, et al., J. 

Cell Biol., 2004)、importin の核蓄積は、Ran

の局在が細胞質側に偏ることが誘因となる
ことを明らかにした(Yasuda, et al., Exp. Cell 

Res., 2006)。さらには、予備的研究成果とし
て、mouse embryonic fibroblast (MEF)を継代す
るにつれ、Ran の発現量が低下するとともに、
主として核に局在していたRanが徐々に細胞
質側に偏在していくことを見出していた。 

 

２．研究の目的 

 

本研究者らはRanに関する研究を行ってい
る過程で、正常細胞の細胞老化が進行するに
つれて、Ran の発現量が徐々に低下するとと
もに、細胞増殖が盛んに行われている際には
主として核に存在している Ran が、細胞老化
に伴って徐々に細胞質に偏在していくこと
を発見した。これらの知見に基づき、Ran サ
イクルの変化とそれに伴う核―細胞質間分
子輸送機構の変化が、細胞老化進行の根幹と
なっているのではないかと考え、Ran サイク
ルと細胞老化の関係を明らかにすることを
本研究の目的とした。 
 

３．研究の方法 

 
Ran が細胞老化に直接的に関与しているこ

とを示すため、正常ヒト繊維芽細胞において、
Ranに特異的な siRNAを用いてRanの発現量
を低下させた時に、細胞老化が誘導されるこ
とを実証する。次に、Ran の発現量低下がど

のようなメカニズムで細胞老化を誘導する
かを明らかにするため、Ran の発現量低下に
よって引き起こされる細胞内現象について、
活性酸素種の発生やそれに伴って引き起こ
されると言われている cell death の現象など
に着目しながら明らかにしていく。一方、Ran

の局在に影響を与えると思われる因子
（RCC1=RanGEF, RanGAP, RanBP1, RanBP2）
に着目し、細胞老化に応じてどのように時間
的・空間的に変動するかを明らかにする。さ
らに、importin を含む核輸送因子に着目し、
それらの発現量や局在について、細胞老化に
応じた時間的・空間的変動を解析し、細胞老
化に最も影響を及ぼす可能性のある輸送因
子を同定する。 

 
４．研究成果 
 
正常ヒト繊維芽細胞(TIG-1)を用いて、ヒト

Ranに対する siRNA-oligonuleotideによる遺伝
子ノックダウンを行ったところ、Ran の発現
量が低下した細胞は、細胞増殖が急速に停止
し、細胞の形態が平坦化するという、老化細
胞に特徴的な性状を示した。また、それらの
細胞では、細胞老化の一般的マーカーである
senescence-associated beta-galactosidase  

(SA--gal)の活性上昇がみられた。さらに、細
胞周期を負に制御する因子である p16, p21, 

p53 の発現上昇がみられるとともに、同じく
細胞老化のマーカーとなる MnSOD の活性上
昇がみられた。これらの結果より、Ran をノ
ックダウンした細胞は細胞老化が進行する
ことが明らかとなった。 

次に、Ran の発現が低下した細胞では、Ran

の機能低下により、本来は GTP 結合型 Ran

に依存して速やかに核外に輸送されるべき
importin が、核外に移行できず、核に集積す
るのではないかと考え、importin の細胞内局
在を調べたところ、確かに、Ran をノックダ
ウンした細胞では、importin が核内に集積し
ていくとともに、通常の細胞でも培養を重ね
るにつれて、importin が徐々に核内に集積し
ていくことがわかった。つまり、importin 

が核内に集積していくという現象と細胞老
化が密接に関連していることがわかってき
た。 

そこで、人為的に importin が核内に集積
していく状況を作り出した場合、細胞老化に
どのような影響を及ぼすかを調べた。つまり、
importin の核外輸送因子である CAS の発現
をノックダウンさせ、importin が核内に留ま
ってしまう状況を再現した。その結果、CAS

をノックダウンした細胞では、SA--gal 活性
が上昇するなど、典型的な細胞老化の表現型
を示すことがわかった。 

これらの結果から、正常細胞では、分裂を



繰り返すうちに Ran の発現量が低下し、その
結果、核輸送因子 importin の核内集積が起
こり、核輸送能が全般的に低下していくこと
が引き金となって、細胞老化が進行するので
はないかという仮説を提唱することができ
た。 
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