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研究成果の概要（和文）：がん原遺伝子産物Srcは多くのがん組織において発現・活性が亢進しており、細胞の増殖・
浸潤など様々ながん形質の発現にSrcを鍵分子とするシグナル伝達系が深く関与していることが示されてきた。本研究
では、c-Srcによるがん形質と相関するmicroRNAについて標的分子を解析することにより、SrcシグナルのmicroRNAを介
した遺伝子発現制御機構を明らかとした。複数のmicroRNAは複合的にmTORC2の活性抑制を担う、あるいはSrcがんシグ
ナル発信の場である細胞接着斑に関与する複数の因子の発現制御を行うなど協調してシグナルネットワークを制御しが
ん形質を抑制することが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：c-Src is frequently upregulated in various human cancers and believed to play a 
pivotal role on malignant behavior of cancer cells. However, the molecular mechanism underlying 
c-Src-mediated tumor progression remains unclear. To address the molecular mechanisms underlying 
c-Src-mediated tumor progression through the regulation of gene expression, we examined the involvement 
of miRNAs in the c-Src-mediated cell transformation. Microarray profiling revealed that c-Src activation 
causes aberrant expression of a limited set of miRNAs. We investigated the function of these miRNAs and 
uncovered the miRNA-mediated regulation of c-Src oncogenic signaling and interplay between Src signaling 
and other oncogenic signaling, such as mTOR and focal adhesion-related pathways. Signaling molecules in 
such pathways are linked to each other, not only via phosphorylation and protein-protein interactions but 
also via translational regulation by miRNAs.

研究分野： 分子腫瘍学

キーワード： Src　がん　microRNA
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１．研究開始当初の背景 
c-Src は代表的ながん原遺伝子産物とされ、
多くのがん細胞で発現・活性の亢進が見られ
るが、必ずしも自身の遺伝子変異を伴わない。
申請者は、c-Src の抑制因子である Csk を欠
損したマウス線維芽細胞において、正常細胞
型c-Srcによるがん化が誘導できることを見
出した(Oneyama et al., Genes Cells, 2008)。
これは、Src シグナル制御のわずかな破綻が、
がん形質と密接に関連していることを示す
だけでなく、この系によって、Src 依存的な
がん形質に重要な分子機構を選択的に解析
できることを意味する。実際に申請者は本モ
デル系を用い、脂質ラフトによる Src の新た
な制御機構を発見した(Oneyama et al., Mol 
Cell, 2008; Oneyama et al., Mol Cell Biol, 
2009)。 
 私はこれまでの研究で、本モデル系を用い
たアレイ解析によって、Src の活性化により
発現が変動する microRNA 群を見出した
(Oneyama et al., Oncogene, 2011)。microRNA
は、細胞内在性のノンコーディング RNA であ
り、標的となる mRNA と結合してその発現を
調節していると考えられている。近年、がん
において microRNA の発現異常が種々見いだ
され、個々の標的遺伝子の同定が試みられて
いる。一方、それらとがん形質発現に関わる
シグナルネットワークとの関わりについて
包括的に研究した例はほとんどないのが現
状である。Src の活性が高いことで知られる
ヒト大腸がん細胞と正常細胞について私が
見出した microRNA の発現を調べたところ、
悪性度の高いがん細胞で顕著な発現低下が
認められた。さらに、これらのがん細胞にそ
れぞれの microRNA を導入することで、Src に
よるがん化やヌードマウスにおける腫瘍形
成が顕著に抑制されることを見出した。一方、
正常細胞にこれら microRNA の相補的 RNA を
導入して機能を抑制すると、がん形質を獲得
することも明らかとなった。 
 
２．研究の目的 
 microRNA とがん形質発現に重要なシグナ
ルネットワークとの関わりを、Src シグナル
制御機構を軸に解明する。近年 microRNA 異
常とがん形質との関わりが盛んに研究され
ているが、microRNA は複数の標的遺伝子を制
御しうるといった複雑性があり、現象論を超
えてその機構を解明することは容易でない。
私は、代表的ながん原遺伝子 c-Src によるが
ん形質発現モデルが、がんシグナル制御の分
子機構に対する効率的なツールであること
を見出した。本研究では、その系を活用する
ことにより、細胞内 Src シグナル制御におけ
るmicroRNAの寄与を明らかにするとともに、
microRNA含有エクソソームを介したSrcシグ
ナルの細胞間伝達の可能性について解析す
る。 
 
３．研究の方法 

本研究では Src によるがん形質と相関する
microRNA について標的分子を解明しシグナ
ル経路を明らかにする(①,②)。また Src 自
身の発現における microRNA の寄与を明らか
にする(③)。一方で、Src による microRNA 自
体の発現制御メカニズムを明らかにする(④,
⑤)。さらに、がん化に伴う脂質ラフトの状
態変化等から microRNA 含有エクソソームの
分泌及び機能変化を明らかにし、そのがん微
小環境における役割について探求する(⑥)。 
 ① がん形質と相関する microRNA の役割 
 ② microRNA と薬剤感受性 
 ③ Src 自身の microRNA による発現制御 
 ④ microRNA と Src シグナルの時系列解析 
 ⑤ SrcシグナルによるmicroRNAの発現制御
機構 
 ⑥ がん形質と microRNA 含有エクソソーム 
 
４．研究成果 
 本研究では、がん形質と相関する microRNA 
について標的分子を解明しシグナル経路に
ついて詳細な解析を行った。その結果、Src
活性化に伴い発現低下が見られ、再導入によ
ってがん形質を抑制する microRNA のうち、
miR-424/503 クラスターの標的遺伝子を探索
し、mTOR 複合体 2 (mTORC2)の構成因子であ
る Rictor であることを明らかとした。この
miRNA クラスターは、Src 活性の高い大腸が
んや前立腺がんの細胞株及び組織において
発現が低下し、標的分子 Rictor の発現と逆
相関することを見出した。さらにこれらのが
ん細胞株を用いて、miR-424/503 クラスター
の 機 能 を 詳 細 に 解 析 し た と こ ろ 、
miR-424/503 クラスターにより発現制御され
る Rictor の発現亢進により、mTORC2 が活性
化され腫瘍形成や浸潤能の亢進に寄与する
ことを明らかとした。 
 同様に miR-27b の標的分子は、細胞接着斑
からのシグナルに重要な paxillin であるこ
とを明らかとした。この microRNA は、Src 活
性の高い大腸がんや前立腺がんの細胞株及
び組織において発現が低下していた。さらに
これらのがん細胞株を用いて、この microRNA
の機能を詳細に解析したところ、microRNA に
より paxillin の発現が抑制されると細胞接
着斑の形成が不全となり、腫瘍形成や浸潤能
の低下に寄与することを明らかとした。
miR-27b がどのように Src 活性化により発現
低下するかについて、Src シグナル下流経路
の阻害剤を用いて発現のレスキューを調べ
たところ、主に Src 下流から Ras を介した
PI3K 経路によって発現が抑制されることが
示唆された。 
 また Src 誘導発現系を用い、Src 活性化初
期に発現低下が見られ、再導入によってがん
形質を抑制する microRNA の標的遺伝子を探
索したところ、Src 自身とそのファミリー、
また Srcの基質として Srcがんシグナルを伝
達するFerキナーゼであることを明らかとし
た。この microRNA は、Src 活性の高い大腸が



んの細胞株及び組織において発現が低下し
ていた。さらにこれらのがん細胞株を用いて、
この microRNA の機能を詳細に解析したとこ
ろ、microRNA により Src 及び Fer の発現が抑
制されると細胞接着斑の形成が不全となり、
腫瘍形成や浸潤能の低下に寄与することを
明らかとした 
 さらに、Src 自身の microRNA による発現制
御の可能性を考え、Src の 3’UTR 配列を標的
とし得る microRNA をスクリーニングし、新
たな microRNA を同定した。この miRNA は Src
の発現の高い大腸がん細胞株において発現
が低下し、これらがん細胞に導入すると、腫
瘍形成や浸潤能などがん形質が抑制される
ことを見出した。これらにより、microRNA に
よる Src シグナルの亢進とそれに伴う下流
microRNA の発現変動及び標的因子の発現調
節、その結果としてのがん形質発現といった
新たなシグナルネットワークが示唆された。
この Src 自身の発現を制御する microRNA に
ついてより詳細な機能を解析した結果、この
microRNAはSrcだけでなくSrcががん化シグ
ナルを発信する場である細胞接着斑に存在
する分子の発現を同時に抑制し包括的に Src
がん化シグナルを抑制することが明らかと
なった。 
 またこれまでSrc活性化により発現が低下
し Src がんシグナルを抑制する microRNA に
ついて、それらの Src 活性化による発現制御
メカニズムについてSrc誘導発現系を用いて
解析した。その結果、Src 活性化に伴い、こ
れらの microRNA は段階的に発現低下し、そ
れぞれが標的分子の発現抑制を介して包括
的にSrcがん化シグナルを抑制することが明
らかとなった。さらに Src シグナルの細胞間
伝達の可能性について調べるにあたり、
microRNA 含有エクソソームの量及び内包さ
れた microRNA 群について解析を行った。 
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