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研究成果の概要（和文）：前立腺癌の成長に深く関与するTGFβ関連分子や癌抑制遺伝子であるp53、p21、p27kip1など
の細胞周期関連蛋白、癌遺伝子などがユビキチン化によって発現制御されることが知られており、p27kip1を含めたcel
l cycle regulatorの発現も調整することで癌細胞の発育を制御しうる。同じくユビキチン・プロテアソームシステム
のターゲットであるSmad7の発現は腫瘍の悪性度で癌細胞成長性にも抑制性にも働く。SUMOはユビキチンと似た酵素反
応経路を利用してタンパク質に結合するがユビキチンがタンパク質分解のタグとなるのに対して、SUMOにはタンパク質
分解のタグ機能はないという特徴を有する。

研究成果の概要（英文）：Among all functional proteins which relate cancer biology has been found. 
Although, protein itself has limited role in living cells, and post-translational modification means lot 
in protein function. Authors and others found that protein molecule does work in combination with other 
molecules. Ubiquitin and SUMO, polypeptides, are emerging in cancer biology, DNA repair, translation, 
signal transduction, through its protein modification. TGFβ signaling pathway molecules, which has a 
decent role in prostate cancer survival, and oncogenes like p53, cell cycle regulators like p21, p27kip1 
are all ubiquitinated, thereafter gain/loss function occurs. Expression of smad7, which is a target of 
ubiquitin-proteasome system differs depending on the malignancy. SUMO utilizes the similar pathway to 
ubiquitin.

研究分野： 泌尿器科全般
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１． 研究開始当初の背景 

研究開始当時には去勢抵抗性前立腺癌に対

する新規の分子標的薬が数多く臨床治験を

経て、癌特異生存さえ延長する効果を有する

ことが明らかになった。癌の増殖、AR の変

異、発育環境、浸潤などの進行性前立腺癌の

進展の機序が解明され、これらの過程に関わ

る特異的なタンパク分子が数多く同定され

た。しかし、遺伝子配列に基づき合成された

分子が直接機能を発揮することは少なく、そ

の多くは種々の翻訳後修飾を受けることで

その分子の機能に多様性が生まれる。実際、

申請者らや他者の研究結果からも分子は単

一で機能することは少なく、実際は癌細胞内

でダイナミックに発現調節や機能修飾をな

されることが明らかとなった。近年、ユビキ

チンや SUMO のようなポリペプチドによる

タンパク質への修飾が、タンパク質分解、

DNA 修復、翻訳調節、シグナル伝達などさ

まざまな生命現象に関わることが明らかに

なっている。前立腺癌の成長に深く関与する

TGFβ関連分子や癌抑制遺伝子である p53、

p21、p27kip1 などの細胞周期関連蛋白、癌

遺伝子などがユビキチン化によって発現制

御されることが知られており、p27kip1 を含

めた cell cycle regulatorの発現も調整するこ

とで癌細胞の発育を制御しうることはすで

に報告したとおりである。同じくユビキチ

ン・プロテアソームシステムのターゲットで

ある Smad7 の発現度は腫瘍の悪性度に従っ

て癌細胞成長性にも抑制性にも働くことを

申請者らは報告し、前回の申請では申請者ら

はタンパクの分解システムと進行性腎癌の

治療を関連づけた。SUMO はユビキチンと似

た酵素反応経路を利用してタンパク質に結

合するがユビキチンがタンパク質分解のタ

グとなるのに対して、SUMO にはタンパク質

分解のタグ機能はないという特徴を有する。

SUMO は翻訳後修飾によってさまざまな細

胞内蛋白を可逆的に修飾しその蛋白自体の

機能を調節し細胞内での局在や発現量の調

整まで担っている。そして SUMO 化・非

SUMO 化のバランス調節には SUMO プロテ

アーゼ(SENP)がSUMO化された蛋白から修

飾を外すことで重要な役目を果たしている。

興味深い点としてさまざまな癌の組織中で

SENP の発現が変化することが挙げられる。

前立腺癌と SENP の関わりは深く、SENP1

は正常の前立腺上皮を異形成のある状態に

変異させ、前立腺細胞においてARや c-Jun、

CyclinD1 等の癌原生に繋がる細胞内シグナ

ルを修飾することが示唆されている。前立腺

癌と同じくホルモン依存性を有する乳癌に

おいても SENP ファミリーの発現が確認さ

れており、前立腺癌の組織病理標本の検索で

SENP1 のみならず SUMO2/3 のプロテアー

ゼである SENP3 の mRNA レベルでの発現

上昇も確認されている。さらには SENP3 の

発現誘導によって血管新生のシグナルを誘

導することも知られp300の脱SUMO化を介

して hypoxia-inducible factor 1α（HIF1α）

の転写を促進するとされる。これら全ての知

見によって SENP の細胞内でのバランス制

御は SUMO の恒常性維持に繋がり癌の発生

と進展を制御できることが可能になると考

えられる。 

２．研究の目的 

転移性の前立腺癌去勢抵抗性前立腺癌は、ホ

ルモン療法が治療の中心となるが 5年以内に

去勢抵抗性となり、薬剤耐性となることが社

会的問題となっている。いったん去勢抵抗性

となれば原発癌と腫瘍の性質が完全に異な

ることが知られていて、これに対する新規薬

剤が治療の適応となっている。この研究で性

質が異なってしまう去勢抵抗性癌の挙動を

調べることが目的である。進行前立腺癌に対

する現在の標準治療であるアンドロゲン除

去療法（ADT）を実施すると、ADT による

治療奏効が数年間は持続するもののやがて

は、テストステロン値が去勢レベルであるに



も関わらず、ADT 単独では腫瘍の悪性化をコ

ントロールできない段階、すなわち去勢抵抗

性前立腺癌（castration-resistant prostate 

cancer; CRPC）に進行する。CRPC は去勢

後もアンドロゲン産生・代謝経路“androgen 

axis”に依存しつづけ、治療に抵抗性であり、

化学療法で生存期間を改善することは困難

である。従って、この CRPC に至るメカニズ

ムの解明と治療成績の改善は喫緊の課題で

ある。申請者らは翻訳後修飾タンパク質であ

る低分子ユビキチン様修飾因子＝Small 

Ubiquitin-related Modifier （ SUMO ）が

Androgen receptor（AR）活性化のみならず

“androgen axis”に重要な働きを担うこと

に着目し、SUMO システムを制御することに

より前立腺癌の発育をコントロールし、さら

に CRPC の治療応用に繋げることを目標と

する。 

 

３．研究の方法 

細胞培養と動物実験を通して、去勢抵抗性癌

とホルモン感受性の前立腺癌の性質を調べ

る。一般に有害物質の攻撃を受けた遺伝子は

突然変異を起こし発癌に寄与することが知

られており、遺伝子が正常の場合でも染色体

が不安定となった場合、細胞の癌化の素地が

出来上がると信じられている。翻訳後修飾タ

ンパク質SUMOは、核内構造体タンパク質、

クロマチンタンパク質、シグナル伝達因子等

を修飾し、多くの生命活動の制御に役割を果

たす。SUMO の翻訳後修飾機構が、細胞の環

境応答や核機能に役割を担うことで染色体

の不安定化を SUMO が防ぎ、癌化を抑制す

る可能性さえある。また癌化後も数多くの癌

で SUMO の恒常性維持が失われていること

は重要な点である。SUMO 化の過程には E2

結合タンパク質と E3 リガーゼの協調的な作

用を必要とする。SUMOE2 リガーゼである

Ubc9 はいくつかの癌での発現が明らかとな

っており、初期の研究でも Ubc9 を癌治療の

ターゲットにする試みがなされている。

SUMO化のE2リガーゼを発現調節すること

は細胞内の全てのターゲットを SUMO 化す

ることに他ならず、単純に Ubc9 を発現調節

するだけでは癌治療に直結する成果には繋

がらない。ところが SUMO 化を特定の癌化

シグナル分子に限定して行うことが可能で

あれば癌化の制御と癌治療が可能となるこ

とは間違いない。この点で脱 SUMO 化のプ

ロテアーゼは有望な癌治療のターゲットと

いえる。その理由は 3 つのポイントに集約さ

れる。すなわち①SENP は 6 つあり脱 SUMO

化物質への結合親和性が異なる、②異なった

SUMO のアイソフォームが 3 つありペプチ

ダーゼ活性が異なる、③いくつかの癌での発

現状況が違うといった点でそれぞれ特異性

を有するからである。例えば SENP1 と

SENP3 の選択的阻害が可能であれば前立腺

癌における偏った SUMO 系を均衡を保った

状態に戻すことが可能であるはずである。事

実、前立腺癌の組織内の SENP3 発現レベル

上昇は血管新生の亢進と癌の悪性度に正に

相関する知見が示され、前立腺腺組織での

SENP1 の発現は癌化自体と関連するとする

研究もなされている。したがって、CRPC に

おける SUMO 化の解明は発癌のメカニズム

の解明の一助になり、さらに CRPC の治療応

用にも繋がる可能性が高い。 

４．研究成果 

SUMO 化・脱 SUMO 化が前立腺癌、特に

CRPC の“androgen axis”を修飾すること

が強く推定されるものの、前立腺癌自体の増

殖を SUMO 化で制御できるか否かは全く明

らかにはされていなかったといっても過言

ではない。CRPC の細胞において SUMO1、

SUMO2 の抑制と SENP1、SENP2、SENP3

の活性化を通して CRPC が Ubc9、PIAS、

Mdm2 などの SUMO シグナルを修飾する分

子を利用することを明らかにしたうえで、

SUMO1、SUMO2 を過発現させることで



CRPC の発育を抑制させ、さらには抗癌剤の

感受性を制御できることを調べた。 
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