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研究成果の概要（和文）：がんは遺伝子の異常が原因となって生じる病気です。私たちの体の設計図である遺伝子はす
べて父親と母親から一つずつもらっていますが、がん細胞の中には、遺伝子増幅と呼ばれる現象によって数倍から数十
倍に多くなっている遺伝子が見つかっています。これまでの研究から、このような遺伝子（がん遺伝子）が、がんの治
療や診断に利用できることがわかってきました。私たちは、遺伝子増幅が頻繁に観察される乳がんに注目し、がん遺伝
子を探すためのさまざまな実験方法を開発しました。例えば、遺伝子を正常な細胞に入れることでがん細胞になるかど
うかを調べることで、診断、治療に使える可能性を秘めた遺伝子を見つけ、その働きを調べました。

研究成果の概要（英文）：Cancer is a disease caused by mutations in genes. We carry two individual genes tr
ansmitted from father and mother, but in cancer cells, number of some genes is aberrantly increased by so-
called "gene amplification". Accumulating evidence indicates that those genes, "oncogenes" can be used as 
target genes for diagnosis and therapy. Our research group has been focusing on breast cancer in which gen
e amplification is frequently observed and we have succeeded in developing several experimental procedures
 to discover oncogenes. For example, we established a protocol which enable us to efficiently introduce ge
nes into normal cells to test transforming activity, namley whether or not they generate cancer cells. Fin
ally, we found some genes which may serve as molecular diagnosis and targeted therapy for cancer. Furtherm
ore, we performed functional analysis to know "why they make cancer".

研究分野：
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１．研究開始当初の背景 
  近年のがんの分子生物学的な研究により、
発がんや転移を制御する遺伝子の存在が明
らかにされた。その結果、乳癌や肺癌の一部
のサブタイプでは、原因となる遺伝子の機能
を阻害する分子標的治療薬が作られ、副作用
の少ないがん治療が可能になった。しかしな
がら、がんは多様な疾患で原因遺伝子は一つ
ではない。研究開始時点において、がんの原
因遺伝子の発見とそれによる的確な診断と
分子標的治療薬の開発は非常に重要な課題
であった。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、新たながん遺伝子の発見
である。そのために、我々は歴史的に用いら
れてきた NIH3T3 細胞を用いたスクリーニ
ング手法に、現在の組換えウイルス技術や
我々の研究を支援する五島ら（産総研）が有
するヒト cDNA クローンを取り入れて新た
な方法に改良することや、がん細胞の特性を
評価するさまざまな実験系をアレンジして
遺伝子スクリーニング法に転用することを
目指した。本研究ではこうした新たなスクリ
ーニング手法の確立とそれを用いたがん遺
伝子の発見を目的とした。 
 がん遺伝子を探索する対象となる遺伝子
として、遺伝子増幅に着目した。我々が第一
のテーマとしている乳癌では比較的高頻度
に遺伝子のコピー数が増加する遺伝子増幅
の現象が知られている。遺伝子増幅の結果、
複数の（数十におよぶ）遺伝子が同時に過剰
発現することになる。これまでの研究からこ
うした領域（アンプリコン）には、ERBB2
や MYC などのがん遺伝子が存在することが
知られているので、アンプリコンは未知のが
ん遺伝子を探索する候補領域として有望だ
と考えられた。そこで、共同研究者の伊藤ら
の方法により、乳癌細胞株で遺伝子増幅候補
領域を同定し、そこに存在する遺伝子に着目
して、前述の新たに開発したスクリーニング
手法で、がん遺伝子の同定を行うことにした。 
 
３．研究の方法 
(1)NIH3T3 細胞を用いる遺伝子スクリーニ
ング法の改良 
 歴史的に用いられたがん遺伝子のスクリ
ーニングは NIH3T3 細胞にがん細胞のゲノ
ム DNA をリン酸カルシウム法によるトラン
スフェクション法で導入し、できたトランス
フォームした細胞に組み込まれたがん遺伝
子を分子生物学的な手法によって同定する
というものである。この方法では、発現の低
い遺伝子や、ゲノムサイズの大きな遺伝子を
検出できない可能性が高く、リン酸カルシウ
ム法による DNA トランスフェクションの効
率は著しく低いことことから、多くのがん遺
伝子がスクリーニングで同定できなかった
可能性が考えられた。我々はこれらの問題点
を解決するために、i)タンパク質のコード領

域を完全にカバーする cDNA を強力なプロ
モーターのもので発現させる、ii)レトロウイ
ルスベクターを用いることで遺伝子導入効
率を大幅にアップさせる改良を行った（この
cDNAクローンは連携研究者である産総研の
五島らにより供給された）。なお、がん遺伝
子の特性である「接触阻止の喪失」、「足場非
依存性増殖」を評価するに足る NIH3T3 細胞
を複数のルートで入手し、最も適切なものを
選択することにした。 
 
 (2)MCF10A 細胞を用いた三次元培養法の
開発 
 ヒト乳腺上皮細胞株 MCF10A 細胞は
NIH3T3 細胞と異なり、適切な細胞外マトリ
ックス（マトリゲルなど）中で培養すること
により、極性をもった中空の構造（スフィア）
を形成させることができる。このスフィアは
上皮細胞による組織構築を模倣している。発
がんの初期過程では、この極性が崩壊するこ
とが知られている。乳癌の原因遺伝子である
ERBB2 の活性化型変異は、この極性を崩壊
させ、スフィア内で細胞増殖を促進させるこ
とが報告されていた。このスフィア形成とそ
の崩壊を発がんの初期過程を模倣する現象
ととらえ、MCF10A を用いたスクリーニング
系を確立した。具体的には、レトロウイルス
による高率の遺伝子導入を実現するために、
エコトロピックレセプターを導入した細胞
クローンを樹立し、それを用いてスフィア形
成を阻害する“発がんの初期過程に関わる”
遺伝子のスクリーニングを行った。また、細
胞外マトリックスとしてマトリゲルとコラ
ーゲン I を混合したものを使用することによ
り、がん細胞の浸潤能を評価する系を構築し、
浸潤能をあたえる“浸潤を促進する遺伝子”
のスクリーニングも行った。 
 
(3)造腫瘍スクリーニング系の確立 
 これまでのがん遺伝子のスクリーニングは
もっぱら in vitro の評価系であり、同定され
た遺伝子に対して in vivo の評価、すなわち
候補遺伝子を導入した細胞をマウスに移植
して、腫瘍を作るかどうかを検討されていた。
我々は、高率の遺伝子導入により、複数の遺
伝子を導入した細胞をヌードマウスに移植
する手法を開発し、in vitro のスクリーニン
グでは見過ごされた可能性のあるがん遺伝
子の同定を行った。 
  
４．研究成果 
 乳癌のがん遺伝子として知られる ERBB2
を含む 17q12-21 の領域のアンプリコン
(ERBB2 アンプリコンとよぶ)の 52 遺伝子に
着目し、この遺伝子セットをモデルケースと
してアンプリコンの解析手法を確立した。研
究の方法の分類に基づき、研究成果をまとめ
る。 
 
(1) NIH3T3 細胞を用いる遺伝子スクリーニ



ング法の改良 
 まず、pMXs レトロウイルスベクターと
Gateway システムを用いることにより、任意
の cDNAをほぼ 100％の効率で細胞に導入で
きる実験系を確立した。また、複数のルート
から入手した NIH3T3 に対して、がん細胞の
特性、すなわち、「接触阻止の喪失」と「足
場非依存的増殖」の性質を示す良好な細胞株
を検討し、RIKEN バイオリソースセンター
より入手したものを標準細胞として使用す
ることにした。 
 ERBB2 は過剰発現により NIH3T3 細胞を
トランスフォームすることが知られていた
が、一方でトランスフォームしない報告もあ
った。この違いは当時用いる発現ベクターの
違いと考えられていたが、実際に我々の研究
室で異なる強さのプロモーターをもつ発現
ベクターで比較したところ、発現量を増やす
ことでトランスフォーメーション（ここでは
接触阻止の喪失によるフォーカス形成）が観
察された。 
 この結果から、ERBB2 遺伝子は単独でも
NIH3T3 細胞をトランスフォームすること
が確認されたが、同じアンプリコンに存在す
る他の遺伝子が発がんにどのように関わる
のかについての包括的な評価はなされてい
なかった。そこで、ERBB2 をトランスフォ
ームしない程度に発現させた NIH3T3 細胞
を作り（B2-NIH3T3）、その細胞にこれらの
遺伝子を導入することにより、ERBB2 と協
調して NIH3T3 細胞をトランスフォームす
るかどうかを検討したところ、フォーカスの
形成が見られた。すなわち、ERBB2 と同時
に高発現する遺伝子の中に ERBB2 と協調し
て NIH3T3 をトランスフォームする遺伝子
が存在する可能性が示された。そこで、トラ
ンスフォームした細胞で発現する cDNA を
調べたところ、最終的に GRB7 がそれ自身は
トランスフォーム活性を示さないが、ERBB2
と協調して NIH3T3 をトランスフォームす
ることを示すことができた（Saito et al, 
2012）。これにより、研究申請で予想してい
た“サポーター遺伝子”の存在を実証するこ
とができた。また、この事実から、遺伝子増
幅は複数の遺伝子を同時に過剰発現させる
ことにより、発がんの過程を加速させる可能
性があることが示された。我々の結果は
GRB7が腫瘍増殖を加速するという報告とも
一致し、GRB7 自体を治療標的に使える可能
性も示した。同様の解析で、ERBB2 と協調
的に NIH3T3 をトランスフォームする遺伝
子として RNF144B を同定している（加藤、
第 71 回日本癌学会学術総会）。 
 こうした研究成果をもとに、我々は伊藤ら
の方法（Ito et al, 2007）をもとに 35 種類の
乳癌細胞株の遺伝子発現プロファイルをも
とに 33 のアンプリコンを推定し、そこに存
在する845遺伝子に対してアンプリコンごと
にまとめて導入することによりフォーカス
形成を指標にスクリーニングを行った。その

結果、Xp11.21-22 のアンプリコン候補領域に
ある GPR173 を新たながん遺伝子候補とし
て同定した（石井、第 72 回日本癌学会学術
総会）。しかしながら、この方法ではすべて
のアンプリコンについて、がん遺伝子を同定
できていない。この点から、さらなる評価系
が必要だと考えられる。 
 また、我々はがんの 80％が上皮の細胞に由
来することを考え、NIH3T3 に代わってトラ
ンスフォーム活性を評価できる細胞の探
索・樹立を進めてきた。その結果、マウス乳
腺細胞株 NMuMG が評価用細胞として使用
できることがわかった。そこで、この細胞を
用いて、ERBB2 アンプリコンを含む 33 のア
ンプリコンの遺伝子について調べたところ、
ERBB2 アンプリコンにある HNF1B, 17q23
にあるTBX2を新たながん遺伝子候補として
同定した（HNF1B:松井、第 17 回日本がん
分子標的治療学会など、TBX2:公地、第 73
回日本癌学会学術総会予定）。 
 研究計画に記載したように、ERBB2 の遺
伝子増幅と同時に遺伝子増幅が見られる
17q11と11q13のアンプリコンにある遺伝子
の協調作用をNMuMG細胞を用いて調べた。
具体的には ERBB2 を発現する NMuMG 細
胞（B2-NMuMG）にそれぞれのアンプリコ
ンに存在する遺伝子をまとめて導入して、ト
ランスフォーメーションを調べたところ、
11q13 に存在する P2Y6 遺伝子と ERBB2 遺
伝子が協調して NMuMG 細胞をトランスフ
ォームすることが分かった。これにより、ア
ンプリコンどうしの協調作用の例を示すこ
とができた（藤元、第 17 回日本がん分子標
的治療学会予定）。 
 
(2)MCF10A 細胞を用いた三次元培養法の開
発 
 MCF10A 細胞はマトリゲル中で培養する
ことにより極性を獲得し、マトリゲルと接し
た細胞のみ維持される一方、内部の細胞はア
ポトーシスで除去され、中空のスフィアを形
成する。ここにがん遺伝子を発現させると極
性の崩壊、アポトーシスの阻害とともに、ス
フィア形成が阻害される。この MCF10A に
エコトロピックレセプター（EcR）を発現さ
せることにより、マウスのエコトロピックウ
イルスを感染させることができるようにし
た。実際に、EcR を発現するクローンを取得
し、ウイルス感染効率が高く、スフィア形成
が良好な MCF10A クローンを得ることに成
功した。このクローンを用いて、スフィア形
成を阻害することを指標として、ERBB2 ア
ンプリコンの遺伝子について評価したとこ
ろ、レチノイン酸受容体遺伝子 RARA にスフ
ィア形成を阻害する活性をもつことを見い
だした。さらに興味深いことに、RARA はマ
トリゲル・コラーゲン混合ゲル中で浸潤形態
をしめす特徴的な突起伸長をもたらした
（Doi et al, submitted）。 
 また、マトリゲル・コラーゲン混合ゲルを



用いた培養を浸潤能の評価系に使えると考
え、ERBB2 アンプリコンの遺伝子で調べた
ところ、RAPGEFL1 を、浸潤を促進する遺
伝子として同定できた（柴田、第 71 回日本
癌学会学術総会）。また、RARA, RAPGEFL1
は、すでに知られている EMT（epithelial 
mesenchymal transition）誘導因子と同様に
MCF10A に EMT を誘導したことから、浸潤
能は EMT に関連する可能性が示唆された。
実際、RARA は EMT 誘導因子として知られ
るZEB1を介して浸潤能を示すことを示した
（Doi et al, submitted）。 
 ところで、この解析の途上で、EMT 誘導
因子の一つであるGSCがNMuMGに顕著な
EMT を誘導することなく、ERBB2 と協調し
て足場非依存性増殖を促進するがわかった。
すなわち、GSC 遺伝子も GRB7 と同様に
ERBB2 の“サポーター遺伝子”である可能
性が示された（熊澤、第 70 回日本癌学会学
術総会）。 
 以上の結果を総合すると、ERBB2 アンプ
リコンには ERBB2 遺伝子以外に、発がんを
促進すると考えられるHNF1Bや上皮の細胞
の極性崩壊や浸潤を促進する RARA, 
RAPGEFL１が存在し、これらが ERBB2 と
ともに、発がんの過程を加速するモデルを示
すことができた。同時に、これらの遺伝子は
ERBB2 の遺伝子増幅を特徴とする HER2 陽
性乳癌の治療標的として有望であることが
示唆された。 
 ERBB2 アンプリコンの研究成果を受けて、
他のアンプリコンに拡張してスクリーニン
グを進めているが、その結果として、新規の
がん遺伝子候補として TOB1 を同定した。二
次元培養系を用いたこれまでの解析では
TOB1 には増殖抑制活性が知られていたが、
正常組織を模倣する三次元培養系ではスフ
ィア形成を阻害して、発がんの初期過程に関
わる“がん遺伝子”としての性質を持つ可能
性が示された（須田、第 72 回日本癌学会学
術総会）。 
 
(3) 造腫瘍スクリーニング系の確立 
 がん遺伝子の最も重要な機能は in vivo で
の造腫瘍能とも言える。そこで、我々は in 
vitro の評価系として使っていた NIH3T3, 
NMuMG, MCF10Aについて遺伝子導入細胞
をマウスに移植して発癌能を調べる実験系
の構築を進めてきたが、その中でも NMuMG
細胞を用いた in vivo 評価系を作ることがで
きた。アンプリコン候補領域にある 875 遺伝
子から、膜タンパク質かキナーゼを指令する
205 遺伝子を抽出し、これらを約 40 遺伝子
ずつのグループに分けて導入した NMuMG
細胞をヌードマウスに移植して、造腫瘍性を
観察した。その結果、３つのグループで腫瘍
の形成を確認した。これらの腫瘍で発現する
遺伝子を解析した結果、リゾフォスファチジ
ン酸受容体遺伝子 LPAR3, アデノシン受容
体 ADORA2B, A キナーゼの触媒サブユニッ

トを指令する PRKACB を造腫瘍能をもつが
ん遺伝子として同定した。これまでの in 
vitro の解析では同定されていない遺伝子が
in vivo の実験系ではじめて同定されたこと
から、この系の高い有用性が示された（伊原、
第 18 回日本がん分子標的治療学会予定、細
川、第 73 回日本癌学会学術総会予定、Ihara 
et al, manuscript in preparation）。 
 
 以上の研究より、遺伝子増幅による複数の
遺伝子の同時高発現が発がんにもたらす効
果を解析する手法を確立し、本研究が目指し
たアンプリコミクス解析のための実験技術
の確立を実現した。研究申請書に記載した計
画 1から計画５に対応させて、研究成果をま
とめる。 
 計画１ではアンプリコン内のドライバー
遺伝子、サポーター遺伝子の同定を計画した。
トランスジェニックマウスの系では ERBB2
自体の高発現や変異のみで腫瘍の形成を見
ることができるが、実際のヒトの乳癌では、
ERBB2 を含む複数の遺伝子が同時に高発現
している。こうした遺伝子は ERBB2 を発が
んの主体である“ドライバー遺伝子”と言わ
れるのに対し、“パッセンジャー遺伝子”と
表現されていたが、我々の解析で、GRB7 の
ように単独では NIH3T3 細胞をトランスフ
ォームできないが、ERBB2 と協調してトラ
ンスフォームに関わるいわば“サポーター遺
伝子”が存在を実証することができた。これ
は、研究申請書で予想した遺伝子が実際に存
在することを示したものである。また、
Xp11.21-22 上の GPR173 や 17q23 上の
TBX2 を新たにドライバー遺伝子候補として
同定することができた。現在、造腫瘍能を検
討中であるが、予備的な解析では TBX2 は造
腫瘍能を持つようである（公地、細川、未発
表データ）。計画２ではアンプリコン間の遺
伝子の協調作用を計画したが、実際に二つの
アンプリコンに別々に存在する遺伝子の協
調作用（ERBB2 と P2Y6）を示すこともでき
た。このように乳癌においては実験技術基盤
が充実し、これら以外にも複数の候補遺伝子
を単離することができたが、計画３および計
画４で予定していた他の癌についての検討
は進めることができなかった。実際に肺癌の
がん遺伝子解析のために、SV40 large T 抗
原による肺上皮細胞の不死化を試み、上皮の
形態を示す複数の細胞株を樹立することに
成功したが、いずれの株もヌードマウスで顕
著な造腫瘍性を示すことが分かり、乳癌にお
ける NMuMG のような臓器特異的な評価用
細胞を樹立することはできなかった（横山、
張、未発表データ）。計画５では発がんの分
子 機 構 の 解 析 を 目 指 し た が 、 GRB7, 
RNF144B, P2Y6 と ERBB2 の協調作用に関
しては、いずれも ERBB2 下流のシグナル経
路を活性化することを示唆する結果を得て
いるが、そのメカニズムについて、さらに詳
細な解析が必要である。また、in vitro のス



クリーニングで同定した遺伝子について、in 
vivo の系で検証していく必要があるが、これ
に関して、我々は最近、複数の遺伝子の協調
作用を調べる実験系として、乳腺の再構築系
を確立することに成功した。この系では乳腺
幹細胞に誘導発現型ベクターで遺伝子を導
入し、遺伝子導入された乳腺幹細胞をマウス
の fat pad に移植して、乳腺を再構築させる。
適当な時期に導入遺伝子を発現させ、がん化
を調べるというものである。トランスジェニ
ックマウスと比較した利点は、遺伝子導入さ
せた乳腺幹細胞により再構築した乳腺から
乳腺幹細胞を取り出し、別の遺伝子を入れる
ことができる点である。こうして、迅速に複
数遺伝子の協調作用の評価が可能になると
期待されている。基本的なベクター系や再構
築系について、昨年、発表している（三上、
伊原、第 36回日本分子生物学会年会）。なお、
当初の計画にあった質量分析計を用いた結
合タンパク質の同定は、Smad2 をモデルと
して実験技術を確立した。Smad2 と共枕す
るタンパク質の質量分析計を用いた解析の
結果、同定したタンパク質のうち、２種類の
タンパク質において免疫沈降でも結合を確
認できた（武部、未発表データ）。 
 
 当初の実験計画に加えて、最終年度で in 
vivo の造腫瘍スクリーニング系が確立し、３
種類の遺伝子を同定できたことは非常に大
きな成果であった。予備的な結果では in vivo
の評価系で同定された遺伝子は in vitro の評
価系では見つけることができなかったので、
我々の確立した実験手法は新たながん遺伝
子探索系として極めて有効であると考えら
れる。同定した遺伝子の分類から眺めると、
GPR173, P2Y6, ADORA2A, LPAR3 の４種
類の GPCR 遺伝子が発がんに関わることが
示された（このうち、LPAR3 はトランスジ
ェニックマウスでの発がんが報告されてい
る）。この知見は、GPCR の少なくとも一部
は発がんに関わる重要な診断・治療標的遺伝
子であることを示唆するものとして興味深
い。今後は、発がん性の GPCR がどのような
シグナル伝達系を制御しているのかを明ら
かにしていくことも重要だと考える。 
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