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はじめに

　RAS-RAF-MEK-ERKシグナル［以下，mitogen-activated 
protein kinase（MAPK）シグナル］は，細胞の受容体が受
けたシグナルを核内に伝える主要な細胞内シグナル伝達系
である。MAPKシグナルの異常は，がんの発生・生存と
密接に関与しており，RAS遺伝子異常は全がんの20％程
度，RAF遺伝子異常は 8 ％程度に認められる。また，
MAPKシグナルを構成する遺伝子の生殖細胞系列変異は，
Noonan症候群などの先天性疾患を引き起こすことが知ら

れているが，これらの遺伝子には体細胞変異も認められ，
腫瘍増殖に関わっている。これらの変異を含めるとがんの
40％程度にMAPKシグナルの異常を認めるとともに，
MAPKシグナルの異常は上皮成長因子受容体（EGFR）や
anaplastic lymphoma kinase（ALK）阻害薬などの分子標的
薬の獲得耐性でも認められる。本稿では，特にKRAS・
RAF異常を示す腫瘍について概説する。
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　RAS-RAF-MEK-ERKシグナル（以下，MAPK
シグナル）は，腫瘍の生存・増殖に密接に関わ
るシグナル伝達系であり，がんの約40％にお
いて異常を認める。このうちKRAS変異は最も
頻度の高いドライバー遺伝子異常である。変異
KRASに対する直接阻害薬の開発は難航してい
たが，最近KRASG12Cに対する直接阻害薬が開
発され，早期臨床試験で有望な結果を示してい
る。また，BRAF変異腫瘍は，変異部位やBRAF
キナーゼ活性から3種類のサブタイプに分類さ

れ，それぞれの変異に対する個別化治療の開発
が進んでいる。その一方で，MAPKシグナルに
は，活性を一定に保つよう複雑なフィードバッ
ク機構が存在する。KRASやBRAFの阻害薬は
MAPKシグナルを抑制するが，同時にフィード
バック機構を誘導するためMAPKシグナルを再
活性化する。MAPKシグナルの不十分な抑制は，
治療抵抗性につながるため，MAPKシグナルの
制御機構を理解し，治療につなげる試みが続け
られている。

Genetic lesions that activate ERK are drivers of as many as 40% of human cancers. Most of these (KRAS, 
NRAS, BRAF V600 mutations) act downstream of receptor tyrosine kinases and are resistant to their inhibition. 
With the exception of tumors driven by BRAF V600 mutants, for which selective inhibitors exist, no currently 
available drugs are capable of inhibiting either BRAF mutants or RAS mutants in clinic. Activation of ERK 
signaling by the other RAF mutants or by RAS mutants can only be effectively suppressed by MEK or ERK 
inhibitors and these drugs have a narrow therapeutic index and induce feedback upstream activation, resulting 
in only marginal clinical activity. Recently, high resolution crystal structure of KRAS uncovered potential 
druggable pocket in KRAS protein, leading to rapid development of covalent KRASG12C inhibitors. These 
KRASG12C mutant specific inhibitors have shown effectiveness in early clinical trials, getting attention to the 
mechanism of intrinsic and acquired resistance to KRASG12C inhibitors. Among BRAF mutants, non-V600 
BRAF mutants have been divided into functional classes. Class 2, comprised of constitutively activated dimers, 
are independent of receptor activation of RAS, whereas class 3 mutants depend on levels of activated RAS 
high enough to bind to and hyperactivate RAF. Consistent with its RAS dependency, about half of colorectal 
cancer patients with BRAF class 3 mutants respond to anti-EGFR therapy, in contrast that the patients with 
class 2 BRAF mutations were generally resistant. Thus, functional classification of each mutant cancer and 
understanding of feedback mechanism of MAPK signaling will enable to treat patients with aberrant MAPK 
signal.
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