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研究成果の概要（和文）：次世代シーケンサーなどの革新的技術の進歩に伴い、がんの遺伝子異常が網羅的に明
らかにされてきた。そのなかで、ドライバーがん遺伝子の変異には相互排他性が見られることが知られている
が、そのことが偶然なのか必然によるのかわかっていない。本研究では、ドライバーオンコジーンからのシグナ
ルには適正量が存在し、多すぎても腫瘍にとってネガティブに働くため、相互排他性が結果として生まれている
という仮説の下、研究を行ってきた。その結果、ROS1融合遺伝子陽性がん細胞モデルにおいてドライバーがん遺
伝子からのシグナルが過剰になると細胞増殖シグナルが細胞死を誘導すること、さらにその下流の因子の関連因
子の発見に成功した。

研究成果の概要（英文）：Along with the progress of genome sequencing with next generation 
sequencers, genetic abnormalities in cancer have been extensively uncovered. As the results of the 
comprehensive sequencing of cancer genome, it is known that driver oncogene mutation is mutually 
exclusive, but its reason has not been covered yet. In this study, we found that the excessively 
upregulate driver oncogene derived signaling induce cell death instead of cell proliferation using 
ROS1 fusion oncogene induced cells. We also found the key pathway and molecules which are related to
 trigger cell death when the driver oncogene signaling became excessive.
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１．研究開始当初の背景 
肺がんの約 85%を占める非小細胞肺がん

の中で最も多いのが肺腺がんである。これま
での研究から、我が国の非喫煙者の肺腺がん
患者の約半数が EGFR 活性化型変異を有す
ることが明らかとなっている。EGFR の活性
化型変異は、がん化を誘導する強力なドライ
バーがん遺伝子（Driver Oncogene）である
ことが明らかにされており、EGFR 変異陽性
肺がんでは、EGFR 阻害薬が非常に有効であ
ることが示されている。次いで、多くみられ
る変異はKRASの活性化型変異、そしてALK
融合遺伝子が約 5％の患者に見られ、ROS1
や RET の融合遺伝子陽性の患者がそれぞれ
1~2%存在する。がんの遺伝子異常が包括的
に調べられるようになり、これらのドライバ
ー が ん遺伝 子 がお互 い に相容 れ な い
（mutually exclusive である）ということが
明らかとなってきている。また、興味深いこ
とに、ROS1 陽性肺がんのなかでも、
CD74-ROS1 陽性肺腺がんでは、その他の重
複する Driver mutation は見つかっていない
にもかかわらず、SLC34A2-ROS1 では、高
頻度にもう 1 つの Driver mutation が同時に
存在することが報告されている。これらのこ
とはあたかも Driver Oncogene からの強力
ながん化（増殖）シグナルは何かの因子で規
定されており、一定以上は細胞の増殖（がん
の増殖）にとって不利に働く可能性が考えら
れる。つまり腫瘍にとって 2 つ以上の強力な
Driver Oncogene の存在（または過剰な
Driver Oncogene の活性化）はデメリットと
なる可能性が示唆される。 
 
２．研究の目的 
本研究では、主に肺線がんに注目して、同

時に 2つのDriver Oncogeneが 1つのがん細
胞中に共存しない理由を明らかにし、がんが
1 つの Driver Oncogene に依存する（のみを
受け入れる）分子機構として、 Driver 
Oncogene からの細胞増殖シグナルに許容し
うる適正量が存在すると仮定し、その分子機
構を明らかにすることを目的とする。さらに、
過剰すぎる Driver Oncogene シグナルはが
ん細胞の増殖に不利である機構を逆に弱点
と考え、全く新しい治療標的の探索へとつな
げていくことを目的とする。 
 
３．研究の方法 

ROS1 融合遺伝子などの Driver Oncogene
を発現誘導できるウィルスベクターをより
強力にタイトにドキシサイクリンの添加に
より発現調整できるものを作製し、強力な発
現誘導系を確立した。さらに、ROS1 融合遺
伝子を発現し、その活性に生存が依存する

Ba/F3-CD74-ROS1 細胞を用いた
mutagenesis アッセイ（強力な変異原物質を
さらすことで人工的に変異を導入し、薬剤耐
性等に関わる遺伝子変異等を誘導・同定する
方法）を行うことで、薬物により ROS1 など
からの Driver Oncogene シグナルを抑制し
た時のみ生存できる細胞スクリーニングに
より取得することを目指した。そして強すぎ
るROS1などからのOncogeneシグナルが増
殖シグナルだけでなく細胞死を誘導するか
どうか、各細胞を蛍光色素で染色し、細胞競
合培養実験した際に優勢となる population
について解析した。さらに、リン酸化プロテ
オーム解析と、薬剤ライブラリーを用いたス
クリーニングから、その制御に関わる因子を
探索した。 
 
４．研究成果 
ROS1 融合遺伝子などの Driver Oncogene
を強力にかつタイトにドキシサイクリンの
添加により発現調整できる発現ベクターを
作製し、強力な発現誘導系を確立することに
成功した。さらに、ROS1 融合遺伝子を発現
し 、 そ の 活 性 に 生 存 が 依 存 す る
Ba/F3-CD74-ROS1 細 胞 を 用 い た
mutagenesis アッセイ（ 10^8 乗以上の
BaF3-CD74-ROS1 細胞を強力な変異原物質
ENU をさらすことで人工的に変異を導入し、
ROS1 融合遺伝子の点突然変異を誘導した）
を行った結果、ROS1-F2004V, F2075C 変異
が、ROS1 融合タンパク質からの細胞増殖シ
グナルを過剰活性化するだけでなく、驚くこ
とに細胞死をも誘導することを発見した。こ
の変異箇所は ROS1 と相同性が非常に高い
ALKチロシンキナーゼでは、F1174とF1245
の部位に相当し、この部位の変異は ALK の
恒常的活性化変異であることが明らかとな
っている。さらに、この CD74-ROS1 の変異
体をタイトに発現制御できる系で過剰発現
さ せ る だ け で も 、 過 剰 す ぎ る Driver 
Oncogene からのシグナルが細胞死を誘導す
ることを確認した。そこで、リン酸化プロテ
オーム解析と、薬剤ライブラリーを用いたス
クリーニングから、その経路に関わる因子を
複数同定した。そのうちの１つはアポトーシ
スに関係することが知られているたんぱく
質であり、ROS1 チロシンキナーゼによりチ
ロシンリン酸化される基質たんぱく質であ
ることを新たに発見した。また、過剰な ROS1
キナーゼの活性化が p38－MAPK パスウェ
イを過剰に活性化し、細胞死を誘導している
ことも発見した。他にも薬剤スクリーニング
からはこの他にも新たな因子の関与を発見
した。 
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