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概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 
タンパク質翻訳後修飾の一つであるユビキチン化は、タンパク質分解のシグナルとしてだけではなく、核内受容体

の活性化制御にも関与することが報告されている。レチノイン酸は生体においてシグナル伝達物質として機能し、細胞
の増殖や分化など多くの生物学的機能に重要であることが知られ、現在は急性前骨髄性白血病の治療薬としても確
立しており、それ以外の癌の治療薬としての可能性も示唆されている。本申請では、ユビキチン化酵素TRIMファミリー
タンパク質の一つである TRIM32 と核内受容体であるレチノイン酸受容体（RAR）との関係を細胞生物学的手法により
解析し、RAR が関与する腫瘍に対して、抗腫瘍剤開発に役立つ知見を得ることを目的とした。 
先行研究により、TRIM32 が RAR と物理的に結合し、かつ RAR 依存性の転写活性化を促進させることが神経芽細

胞腫株や胚性癌細胞株を使って明らかにされている。本研究課題においては、急性前骨髄性白血病細胞株を使って, 
TRIM32 の細胞分化に関する機能解析を進めた。急性前骨髄性白血病細胞株 HL60 においても、TRIM32 の過剰発現
は RAR 依存性の転写活性化を促進させ、かつ RAR タンパク質の発現安定性をもたらすことが判明した。そして、その
活性化反応は、非常に少ない濃度のレチノイン酸（リガンド分子）に対して、高い感受性をもたらすことが明らかとなっ
た。さらに、TRIM32の過剰発現により、HL60細胞の増殖の抑制が誘導され、結果として顆粒球分化（細胞膜表面にお
ける CD11b 発現の増加）が促進された。以上より、TRIM32 は急性前骨髄性白血病に対する治療標的となる可能性が
示された。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
Ubiquitination, one of the posttranslational modifications, appears to be involved in the 
transcriptional activity of nuclear receptors including retinoic acid receptor α (RARα). We previously 
reported that an E3 ubiquitin ligase, TRIM32, interacts with several important proteins including RARα 
and enhances transcriptional activity of RARα in mouse neuroblastoma cells and embryonal carcinoma 
cells. Retinoic acid (RA), which acts as a ligand to nuclear receptors including RARα, plays crucial 
roles in development, differentiation, cell cycles and apoptosis. In this study, we found that TRIM32 
enhances RARα-mediated transcriptional activity even in the absence of RA and stabilizes RARα in the 
human promyelogenous leukemic cell line HL60. Moreover, we found that overexpression of TRIM32 in HL60 
cells suppresses cellular proliferation and induces granulocytic differentiation even in the absence 
of RA. These findings suggest that TRIM32 functions as one of the coactivators for RARα-mediated 
transcription in acute promyelogenous leukemia (APL) cells, and thus TRIM32 may become a potentially 
therapeutic target for APL. 
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