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研究成果の概要（和文）：これまで我々は口腔扁平上皮癌細胞株におけるGRIM‑19の発現解析を行い低発現株（HSC‑2細
胞）と高発現株（Ca9‑22細胞）が存在していることを見出した。この発現の違いはGRIM‑19の転写レベルではなくタン
パク質レベルで制御されている可能性が考えられた。そこでユビキチン/プロテアソーム系ならびにオートファジー系
のタンパク質分解系について各種阻害剤を用いて検討したところCa9‑22における発現にオートファジーが関与している
可能性が示唆された。一方、HSC‑２細胞における非発現は、タンパク質分解系によるものではなくGRIM‑19遺伝子のコ
ード領域の塩基配列の変異による可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）： We have investigated the expression of the GRIM‑19 in oral squamous cell
carcinoma cell lines and found a low‑GRIM‑19 expression cell line (HSC‑2) and a high‑ GRIM‑19 expression
cell line (Ca9‑22). Our results also suggested that the expression of the GRIM‑19 is regulated at the
protein levels but not transcriptional level. To determine the regulatory mechanism for the expression of
GRIM‑19 protein, we analyzed the involvement of ubiquitin‑proteasome systems and autophagy system using
various inhibitors. The results demonstrated that the expression of GRIM‑19 protein unregulated by
treatment with the proteasome and the autophagy inhibitors in Ca9‑22 cells. However neither the
proteasome inhibitor nor the autophagy inhibitor enhanced the expression in HSC‑2 cells. These results
suggest a possibility that the impaired expression of GRIM‑19 in HSC‑2 cells is due to a mutation in the
cording region of the GRIM‑19 gene.
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