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MET遺伝子
　 化 学 発 が ん 剤N-methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidine

（MNNG）を用いたヒト骨肉腫細胞株（human osteosarcoma 
cell line；HOS）の 形 質 転 換 実 験 に て，MNNG HOS 
transforming geneが形質転換遺伝子としてクローニング
され，MET遺伝子（筆者はMETのEはHOSのHの発音から
とったと想像している）と 3 文字の略名で1984年『Nature』
誌に報告された1）。MET遺伝子は，上皮細胞表面に発現
する受容体型チロシンキナーゼをコードする遺伝子で，が
ん原遺伝子の 1 つである。
　MET遺伝子は，7q21-31染色体に存在し，21個のエクソ
ン（exon）からなる2）。生理学的な意義ははっきりしていな
いが，少なくとも 3 つの異なるアイソフォームが知られて
いる。Exon 10の54ヌクレオチドを欠くアイソフォームは
ヒトの組織や細胞株でよく発現し，exon 14の選択的スプ
ライシングで生じる47アミノ酸をインフレームで欠失し
たアイソフォームは，casitas B-lineage lymphoma（CBL）
の結合と蛋白質の分解に必要なTyr1003を欠き，恒常的な

シグナル伝達を起こす。METは1,390個のアミノ酸の一本
鎖からなる前駆体蛋白質として翻訳後，ゴルジ小胞体に
輸送され，グリコシル化された後，細胞プロテアーゼの
フリンによりMET前駆体はα鎖とβ鎖に切断され，ジス
ルフィド結合によって連結され，受容体の細胞外部分が
形成される。細胞外部分は，セマフォリン（semaphorin；
SEMA）ドメイン，プレキシン-セマフォリン-インテグリ
ン（plexin-semaphorin-integrin；PSI）ドメイン，および
4 つの免疫グロブリン-プレキシン-転写（immunoglobulin-
plexin-transcription；IPT）リピートからなる 3 つのドメイ
ンで構成される。SEMAドメインは，リガンドの肝細胞増
殖因子（hepatocyte growth factor；HGF）の結合部位であ
る（図１）。
　膜貫通領域（transmembrane domain；TM）後の細胞内
部分は，膜近傍部位（juxtamembrane domain：JM），チ
ロシンキナーゼ部位（tyrosine kinase domain；TK）および
カルボキシル末端配列の多機能結合部位（multifunctional 
docking site；MFDS）を含んでいる。TK内のTyr1234と
Tyr1235のリン酸化によりキナーゼ活性が上昇し，JMの

Since the discovery of the transfused gene in 1984 to the present, MET research has evolved with the involvement of many researchers. 
The mechanisms of MET activation include ligand binding, receptor overexpression or gain of function due to genetic mutation, gene 
amplification or degradation inhibition, and activation via other receptor tyrosine kinases (RTKs) such as EGFR, IGF-1R, and RON. 
MET activating mutations occur at various locations within or outside the plasma membrane, including the kinase domain, the intronic 
splice site adjacent to exon 14, and the extracellular domain. Among the MET gene aberrations, MET exon 14 skipping mutation is a 
bona fide driver gene alteration that accounts for 3-5% of non-small cell lung cancers (NSCLCs). Understanding the diagnosis and 
treatment of lung cancer with MET exon 14 skipping mutations requires an understanding of the MET gene and knowledge from 
genomic testing to therapeutic agents including tyrosine kinase inhibitors and antibodies. Since we have minimized the references in 
this paper, we hope the readers will read them all together and think about the future medicine for lung cancer.
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　1984年の融合遺伝子の発見から現在
に至るまで，MET研究は多くの研究者が

関わりながら発展してきた。MET活性化には，リガンド
の結合，遺伝子変異，遺伝子増幅や分解抑制などによる受
容体の過剰発現や機能亢進，EGFR，IGF-1R，RONなどの
他の受容体型チロシンキナーゼを介した活性化などがあ
る。METの活性化変異は，キナーゼドメイン，exon 14に
隣接するイントロンのスプライスサイト，細胞外ドメイン
など細胞膜内外のさまざまな場所で起こる。MET遺伝子

異常のなかで，MET exon 14 スキッピング変異は非小細
胞肺がんの３～５％を占める正真正銘のドライバー遺伝子
異常であり，その診断と治療を理解するには，MET遺伝子
を理解し，ゲノム検査からチロシンキナーゼ阻害薬や抗体
薬を含む治療薬までの知識が必要である。本稿では引用し
た文献数を最小限にしているので，あわせて読むことで，
今後の肺がん医療について考える契機になれば幸いであ
る。
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