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研究成果の概要（和文）
：がんの浸潤・転移に重要な役割を果たす MT1-MMP の新規基質の探
索を行い、その生理・病理的意義を解明した。その結果、膜タンパクの切断・シェディングに
特にユニークな活性を見出した。例えば、MT1-MMP によるセリンプロテアーゼ阻害因子
Hepatocyte Growth Factor Activator Inhibitor-1 の切断はプロテアーゼ活性化カスケイドを
始動させ組織破壊を引き起こす。我々はその状態をプロテアーゼストームと名付けた。
研究成果の概要（英文）：We screened new substrates for MT1-MMP, which plays an
important role in tumor invasion and metastasis, and analyzed pathophysiologicanl
significance of it. These studies demonstrated that cleavage and shedding of membrane
proteins by MT1-MMP is quite unique. For example, cleavage of serine protease inhibitor
Hepatocyte Growth Factor Activator Inhibitor-1 by MT1-MMP initiates protease activation
cascade, which subsequently causes tissue destruction. We named it as protease storm.
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１．研究開始当初の背景
がんの浸潤・転移にはマトリックスメタロ
プロテアーゼ(MMP)が重要な役割を果たし
ている。とりわけ我々が同定した膜型
MMP-1(MT1-MMP)は転移のキーエンザイ
ムとして注目されている。これまでに
MT1-MMP の基質としていくつかのものが
同定されていたが、MT1-MMP による細胞運
動・浸潤・転移の制御機構を理解するにはま

だまだ不十分な状況であった。
我々はこれまでに MT1-MMP の新規基質
および制御因子を同定するために発現クロ
ーニング法を独自に開発し、ユニークな基質
を同定すると共に、その病理・生理的意義を
明らかにしてきた。その結果、MT1-MMP の
重要な機能のひとつは細胞膜表面の受容体
などの膜タンパクの切断・シェディングであ
ると着想するに至った。

２．研究の目的

現することを提案した。

がんの悪性化形質のひとつは浸潤・転移であ
る。MT1-MMP の基質・制御因子を探索し、同
定された基質の MT1-MMP による切断、MT1-MMP
制御分子発現の意義と悪性化形質に及ぼす
影響を解明する。
３．研究の方法
（１）我々が独自に開発した発現クローニン
グ法を改良し、MT1-MMP の新規基質・制御分
子の同定・解析を行う。
（２）基質の中で特に膜タンパクに注目し、
MT1-MMP による膜タンパクのシェディングの

（３）我々は、がん細胞の ECM 上での２次元
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Extracellular

る細胞外マトリックス成分の分解による細

(ERK)の活性化、Focal Adhesion Kinase (FAK)

胞―細胞外マトリックスクロストークの制

のリン酸化および細胞接着斑のターンオー

御機構を解析する。

バー、細胞極性形成を制御することにより細

４．研究成果
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