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研究成果の概要（和文）：HER2蛋白は、肺癌・胃癌などで活性化する。既存のHER2分子標的薬は効果や薬剤耐性
の問題があり、HER2活性型腫瘍への新しい戦略が必要である。HER2蛋白活性化に関与する新規分子ｻｲﾄｹﾗﾁﾝ19を
同定した。胃癌細胞株に対するHER2分子標的薬（Afatinib）の治療効果（in vitro＆vivo）を報告した。
Afatinibの適応がないHER2変異陽性がん患者において、探索的に使用し、その治療効果を報告した。HER2活性型
肺癌細胞株における汎HER阻害剤Neratinibの治療効果（in vitro＆vivo）を報告した。

研究成果の概要（英文）：The HER2 protein is activated in lung cancer, gastric cancer, and breast 
cancer. Although HER2 gene mutation / amplification is observed in lung cancer, HER2 gene 
amplification in particular is noted as a factor contributing to acquired resistance of EGFR 
tyrosine kinase inhibitors. Existing HER2 molecule-targeted drugs have problems with efficacy and 
drug resistance, and new therapeutic strategies for HER2-active tumors are needed. We identified a 
novel molecule cytokeratin 19 (one of the intermediate filaments of the cytoskeleton) involved in 
HER2 protein activation. Furthermore, we reported the therapeutic effect (in vitro & vivo) of HER2 
molecule targeting drug (Afatinib) on gastric cancer cell lines. We used it exploratoryly in HER2 
mutation positive cancer patients without Afatinib indication and reported its therapeutic effect. 
The therapeutic effect (in vitro & vivo) of pan-HER inhibitor Neratinib in HER2-activated lung 
cancer cell line was also reported.

研究分野： 呼吸器外科学、胸部悪性腫瘍の分子生物学

キーワード： HER2　サイトケラチン19

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
今回の検討は、HER2活性型腫瘍における病態の解明の一助となると同時に、新規HER2標的薬の治療効果を基礎的
に検討した。また、HER2阻害薬の適応を持たない腫瘍において、実臨床においてその治療効果を検証し、その有
用性を示すことができた。現在、遺伝子プロファイルに基づく治療戦略が脚光を浴びているが、本研究のアプロ
ーチはまさに体現するものであり、社会的意義は大きいと考える。今後、同様のアプローチにより、多くの知見
を積まれ、がん治療の治療成績がさらに改善することを期待する。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
HER2 遺伝子は、肺癌・乳癌・胃癌などの多くの癌腫で高発現し、腫瘍増殖に関係する。肺癌
では、遺伝子変異・増幅が約 10～30%で認められ、我々も膜貫通領域の遺伝子変異が癌化に関
与することを明らかにしてきた（Yamamoto, J Natl Cancer Inst. 2013）。さらに、HER2 遺伝
子増幅は、上皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異陽性肺癌における EGFR チロシンキナー
ゼ阻害剤（EGFR-TKI）耐性化の一因としても報告（Takezawa, Cancer Discov. 2012）され、
HER2 活性化腫瘍に対する対策が求められている。これまで HER2 に対する分子標的薬として
トラスツズマブが臨床応用されているが、単剤では効果が弱く、獲得耐性の問題もあり、HER2
活性化腫瘍に対する新たな治療戦略が必要とされる。 
我々は、HER2 活性化に関与する新規 HER2 特異的結合分子を同定するために、肺癌細胞株

を用いて HER2 蛋白による免疫沈降法と質量分析法で解析し、新規 HER2 結合分子サイトケ
ラチン 19（CK19）を発見した。CK19 は細胞骨格の中間フィラメントの一つで、肺癌・乳癌
など上皮系腫瘍で高発現し、癌診断法に利用されるとともに、肝細胞癌では細胞浸潤や癌幹細
胞との関係が報告（Govaere, Gut 2014; Kawai Clin Cancer Res. 2015））されているが、その
役割は完全には解明されていない。 
我々は現在までに「CK19 蛋白 N 末端が HER2 蛋白細胞内 C 末端に結合すること」「CK19 が
HER2 下流シグナル活性化と細胞増殖に関与する可能性」を見出しており、HER2 活性化腫瘍
において、CK19 阻害が新たな治療法となる可能性が示唆されている。 
このような状況を踏まえて、HER2 活性化腫瘍における HER2-CK19 相互活性を標的とする

ことで、HER2 活性化腫瘍に対する新たな治療戦略の構築を目指す。 
 
２．研究の目的 

HER2 蛋白は、肺癌・乳癌など多くの腫瘍で活性化している。肺癌では遺伝子変異・
増幅が認められるが、特に遺伝子増幅は EGFR ﾁﾛｼﾝｷﾅｰｾﾞ阻害薬の獲得耐性の一因としても注
目される。一方、既存の HER2 分子標的薬は効果や薬剤耐性の問題があり、HER2 活性化腫瘍
への新しい治療戦略が求められている。申請者らは、HER2 蛋白活性化に関与する新規分子の
同定を試み、細胞骨格の中間ﾌｨﾗﾒﾝﾄの一つであるｻｲﾄｹﾗﾁﾝ 19（CK19）を新規に同定した。CK19
は肺癌・乳癌など上皮系腫瘍で高頻度に高発現し、実臨床で腫瘍ﾏｰｶｰとして利用されるが、今
回新たに「CK19 が HER2 蛋白に細胞内で直接結合し、HER2 蛋白・下流ｼｸﾞﾅﾙを活性化する
こと」を見出した。本研究は、HER2-CK19 相互結合に注目した HER2 活性化腫瘍の新たな治
療戦略を開発することを目指す。 
 
３．研究の方法 
以下の研究を 3 年間で研究する。 
#1)HER2-CK19 細胞内局在診断と HER2-CK19 活性化腫瘍における遺伝子発現プロファイル
の検討   

1-a)  HER2-CK19 蛋白の細胞内局在診断 
1-b) HER2-CK19 活性腫瘍における遺伝子発現プロファイルの検討 

#2)CK19 発現抑制による HER2 下流シグナル抑制効果と抗腫瘍効果の検討 (in vitro&vivo)  
#3)ドラッグリポジショニング解析手法を活用した HER2-CK19 相互作用阻害剤の同定 
 
４．研究成果 
肺癌における HER2-CK19 の細胞内局在、HER2-CK19 相互活性に関連する遺伝子群の同定を
行い、RNA 干渉を用いた CK19 抑制実験を in vitro で行い、肺癌において一定の腫瘍増殖抑
制効果を認めた。パスウエイ解析・Gene Set Enrichment 解析により HER2-CK19 共発現の
関連経路として同定した RAS-Erk 経路の抑制実験を、Erk 活性化を認める EGFR-TKI 耐性株
で行った。派生的な研究として、HER2 活性腫瘍に対する新規 TKI の治療効果を検討した(①
RAS-Erk 経路に着目し、Erk 活性化を示した EGFR-TKI 耐性株に対し、MEK 阻害剤
Trametinib の効果を検討し、
MEK/PI3K を同時阻害する
combination 療法が有効で
あることを同定 ②HER2
分子標的薬（Afatinib）の治
療効果を胃癌細胞株で in 
vitro・ in vivo に検討（左
図：Yoshioka et al Cancer 
Sci. 2018） ③Afatinib の
適応を有しない腫瘍におい
て網羅的遺伝子解析により
HER2 変異を同定し、その臨
床効果を報告（次ページ上
図 ： Yamamoto et al. 
Oncologist 2018））。 



 
さらには派生的な研究を進め、HER2 活性型肺癌に対して、汎 HER 阻害剤 Neratinib が有効
であること（下図 Ogoshi et al. Olcology Letters 2019）を in vitro・ in vivo に検討し、報
告した。 
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