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研究成果の概要：
膜 型 マ ト リ ッ ク ス メ タ ロ プ ロ テ ア ー ゼ ー １ (MT1-MMP)の 機 能 は 、潜 在 型 MMP-2の 活 性 化
と 基 質 切 断 の ２ つ に 大 別 で き る 。 人 工 的 な MMP-2受 容 体 MSP-TIMP-2を 考 案 し て MMP-2
活 性 化 機 構 の 解 明 と MMP-2活 性 化 の 生 理 的 意 義 を 明 ら か に し た 。ま た 、MT1-MMPの 新 規
基 質 を 同 定 し 、 が ん 浸 潤 ・ 転 移 に 果 た す 役 割 を 解 明 し た 。 さ ら に MT1-MMPの 細 胞 接 着
斑における機能を解析し、細胞運動などに果たす役割を解明した。
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１．研究開始当初の背景

織形態形成過程においても重要な役割を果た

マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)とし

すことを見い出した。MT1-MMPは当時がん転移

てはこれまでに23種類が同定され、そのうち

に最も重要とされたIV型コラゲナーゼである

６種類は膜型である。申請者らは1994年に最

MMP-2の活性化因子として同定されたが、その

初の膜型MMP(Membrane-Type MMP-1, MT1-MMP)

後MT1-MMP自身のコラーゲンなどの細胞外マ

を胎盤cDNAライブラリーよりクローニングし

トリックス(Extracellular Matrix, ECM)分解

(Sato, et al., Nature, 370, 61-65, 1994)、

活性もまた組織リモデリング、細胞浸潤・炎

がんの浸潤・転移のみならず管腔形成など組

症性疾患に伴う組織破壊に重要な役割を果た

相互作用により生じるシグナルを制御する

すことが明らかとなった。しかしながら

ことを見出し、MT1-MMP の細胞接着斑にお

MT1-MMPを中心とする膜型MMPの基質および制

ける重要性を報告した。今回は MT1-MMP

御分子については未解明の点がきわめて多い。

の Dominant Negative 体である Pex に Focal
Adhesion Kinase の細胞質領域 FAT を結合

２．研究の目的

させることにより Pex を細胞接着斑にターゲ

(1) MT1-MMPの新規基質の探索

ットし、細胞接着斑における MT1-MMP の

MT1-MMP を中心とする膜型 MMP はがん浸潤以

機能解析を行った。

外にも炎症性疾患、創傷治癒など組織破壊を

(3) MMP-2 活性化機構・生理的意義の解析

伴う病態に深く関与するがそれらの病態に

我々は先に MT1-MMP による潜在型 MMP-2 活性

おける基質特異性、機能などについては未だ

化には MMP 阻害因子である TIMP-2 が MT1-MMP

不明の点が多い。これまでの発現クローニン

と結合した MT1-MMP/TIMP-2 複合体が MMP-2

グ法を発展させ、新規基質・制御分子を探索

の受容体とし機能するというモデルを発表

することにより膜型 MMP の病理・生理機能を

した。本モデルにおける MMP-2 活性化と他の

解明する。

基質の切断という MT1-MMP の基質選択性を検

(2) シグナル伝達制御機構の解析

証する。また、本モデルに従い、MMP-2 活

ECMは組織の構造維持のみならず高次機能を

性化を促進すると予想される人工的な

制御するダイナミックな機能を有している。

MMP-2 受容体として II 型膜タンパク MSP

細胞―ECMにおけるMT1-MMPの機能を分子レ

と TIMP-2 とのキメラタンパク(MSP-T2)を

ベルで解析し、MT1-MMPによる細胞―ECMの相

作成した。本分子を用いて、MMP-2 活性化

互作用の制御機構を明らかにすることによ

における受容体の実態・機能、および MMP-2

り、各種病態におけるMT1-MMPおよび関連分

活性化のがん転移における役割を解析した。

子の機能を解明する。
(3) MMP-2 活 性 化 機 構 ・ 生 理 的 意 義 の 解

４．研究成果

析MT1-MMPの機能は自身によるECMおよび関連

(1) MT1-MMPの新規基質の探索

分子の分解とMMP-2活性化に大別されるが、

改良発現クローニング法により新規基質と

MMP-2活性化機構・意義については未だ不明の

して Transforming Growth Factor βファミ

点が多い。先に提唱した活性化モデルの検証

リーメンバーである Growth Differentiation

とその生理的意義を解明する。

Factor15 (GDF15)を同定した。そして、リコ

以上の結果を総合して、MT1-MMPのがん浸

ンビナント MT1-MMP と GDF15 を用いて

潤・転移をはじめとする組織破壊を伴う疾患

MT1-MMP は GDF15 の N-252/M253 間を切

における機能を解明する。

断することにより GDF15 を不活性化するこ
とを明らかにした。また GDF15 はがん細胞

３．研究の方法

にがん抑制遺伝子 p53, p21 の発現を誘導す

(1) MT1-MMPの新規基質の探索

ることによりその増殖を抑制することを見

ヒト胎盤 cDNA ライブラリーを MT1-MMP

出した。その結果、MT1-MMP は GDF15 を

プラスミドと 293T 細胞にトランスフェクシ

切断することにより GDF15 による p53, p21

ョンし、MT1-MMP 活性を MMP-2 活性化能

の発現誘導を抑制し、GDF15 による細胞増

で測定することにより MT1-MMP と相互作

殖阻害を解除することを明らかにした。すな

用する分子のスクリーニングを行った。

わち MT1-MMP による GDF15 の切断は

(2) シグナル伝達制御機構の解析

GDF15 のがん細胞増殖抑制活性を不活化す

これまでに MT1-MMP は細胞接着斑におい

ることが示された。

て ECM を分解することにより細胞―ECM

運動を制御することに成功した。細胞接着斑
における MT1-MMP の機能・重要性を直接
的に証明した重要な知見である。

図 1：GDF15 と MT1-MMP を 293T 細胞に発現さ
せると GDF15 の切断が起こる。

図 3： MT1-MMP は細胞運動の先進部に局在し、
ECM を分解しつつ細胞は進む。免疫染色では
細胞接着斑と MT1-MMP の共局在を示している。

図 4：FAT ドメインにより Pex を細胞接着斑
にターゲットし細胞運動を抑制する。
図 2：GDF15 は p53 および p21 の発現を誘導
するが MT1-MMP による GDF15 の切断は GDF15
を不活性化し p53 および p21 の発現誘導を抑
制することにより細胞増殖阻害を解除する。
(2) シグナル伝達制御機構の解析
MT1-MMP は細胞接着斑における ECM の分
解により細胞―ECM 間の相互作用を調節し、
シグナル伝達を制御することにより、細胞増
殖・運動をコントロールしている。
MT1-MMP の阻害因子である Pex を FAK の
細胞質ドメインと融合させることにより Pex
を細胞接着斑にターゲットすることに成功
した。細胞接着斑にターゲットされた Pex は
効率よく MT1-MMP による細胞接着斑にお
ける ECM 分解を阻害し、がん細胞の増殖・

(3) MMP-2 活性化機構・生理的意義の解析
MT1-MMP による潜在型 MMP-2 活性化には MMP
阻害因子である TIMP-2 が MT1-MMP と結合し
た MT1-MMP/TIMP-2 複合体が MMP-2 の受容体
とし機能するというモデルを発表した。従っ
て本モデルでは MT1-MMP は MMP-2 活性化と基
質切断は同時に行うことができないとされ
る。本研究では、TIMP-2 濃度を厳格に制御す
ることにより本モデルを実証した。また、本
研究で開発した MSP-T2 は極めて低レベルの
MT1-MMP でも効率よく MMP-2 の活性化を行う
ことが可能であった。MSP-T2 を MT1-MMP 発現
レベルの低い U87 細胞に発現させると MMP-2
の活性化が起こると同時に発育鶏卵におけ
るがん転移を著しく亢進した。この結果は

MMP-2 の活性化はがんの浸潤・転移を亢進す
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