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研究成果の概要（和文）：スキルス胃がんの進展に関与するチロシンリン酸化タンパク質を新規に同定することを目標
に実験を進めた。当初は胃がんと周辺細胞との共培養によるリン酸化タンパク質を探索したが検出することができなか
った。そこでびまん性胃がんでの遺伝子増幅が高頻度に認められているFGFR2とMetに着目し、下流のリン酸化標的タン
パク質を探索した。抗受容体抗体と抗リン酸化抗体で段階的に精製したタンパク質を質量分析法で解析した結果、各々
の細胞株から約200の候補タンパク質を同定した。検出スコアや細胞株間比較から絞り込んだ候補タンパク質は、スキ
ルス胃がんの増殖や運動に深く関与していることが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：We aimed to identify some novel phosphotyrosine proteins related to development
of Scirrhours gastric cancer. Although coculture of gastric cancer cells with surrounding cells was
performed, none of apparent phosphorylation depend on coculture were detected. So next we tried to reveal
downstream effectors of receptor tyrosine kinases such as Met or FGFR2 in diffused type gastric cancers.
Proteins purified using anti‑receptor antibody and anti‑phosphotyrosine antibody, then identified by mass
spectrometry. Finally, some data of functional analysis indicates these identified proteins have
important roles in malignancy of Scirrhous gastric cancer.

研究分野： 分子細胞生物学
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