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II. 成果の概要（総括研究報告）
和文
本研究では、iPS 細胞技術を薬剤抵抗性 CTOS および PDX に応用して革新的な創薬評価システムや種々
の治療薬の個別化臨床効果予測システムを構築し、患者ごとに異なるがんの薬剤感受性に着目した画期
的なスクリーニング法を開発し、ヒトがんの臨床に直結する独創的な個別化がん複合治療戦略の開発を
目指す。これらの目標達成のために、以下の３項目について研究開発を行う。
（１）iPS 細胞技術・CTOS を活用した独創的創薬スクリーニング
（２）薬剤抵抗性がん細胞を標的とした治療戦略開発
（３）個別化がん細胞培養法を活用したネオアンチゲンスクリーニングと iPS 細胞を使った免疫細胞再
生による革新的治療法の開発
最終的に、薬剤抵抗性がんを標的とした、患者個々における治療感受性シグナルの同定に基づく分子
標的療法と、免疫療法の併用による複合的個別化治療法の創出を目指す。研究計画は着実に進捗してい
る。
本年度の成果は以下のとおりである。
（研究開発項目１）iPS 細胞技術・CTOS を活用した独創的創薬スクリーニング
細胞初期化抵抗性を指標としたスクリーニングとして、EGFR 変異肺がん細胞株でのスクリーニングを
行った。EGFR 阻害剤がヒット化合物として抽出できることを確認した。KRAS 変異肺がん細胞株でのスク
リーニングを開始した。明細胞肉腫細胞株でのスクリーニングの準備として初期化レポーターを持つマ
ウス肉腫を誘導した。（山田）
CTOS 自動分配装置を用いて大腸癌 CTOS でスクリーニングし、候補薬剤を同定し、大腸癌で効果の多様
性を検討した。群間比較によりバイオマーカーの探索を開始した。生物学特性を指標にしたスクリーニ
ングのために、アピカル面のイメージング法を確立し、極性転換阻害を指標にスクリーニングを行った。
（井上）
（研究開発項目２）薬剤抵抗性がん細胞を標的とした治療戦略開発
大腸癌、肺癌の CTOS パネル拡張を行った。卵巣癌の CTOS 感受性試験を開発し、由来する患者の治療
成績と CTOS 感受性試験の照合を開始した。（井上）
肺がんおよび大腸がん臨床検体からの PDX モデルおよび PDC（がん細胞株）の作成が、予定通り着実に
進んでいる。また薬剤抵抗性機構の解析についても順調に進んでおり、新たな薬剤抵抗性（耐性）機構
の発見をし、論文化を目指している。また EGFR 変異陽性肺がんにおいて、第 3 世代の EGFR 阻害薬を含
む全ての EGFR 阻害薬に抵抗性を生じる重複変異の克服にむけた新たな標的療法（併用療法）を発見し、
論文として発表した（Nature Communications 2017）
。（片山）
がん研および大阪国際がんセンターにおける臨床検体を用いて、薬剤抵抗性がん細胞、CTOS への細胞
初期化因子の導入を開始した。薬剤抵抗性がん細胞を用いた細胞初期化抵抗性を指標とするスクリーニ
ングの開始に向けて順調に進捗している。
（山田・井上・片山）
（研究開発項目３）個別化がん細胞培養法を活用したネオアンチゲンスクリーニングと iPS 細胞を使っ
た免疫細胞再生による革新的治療法の開発
抗原特異的な殺傷能力の高いキラーT 細胞を iPS 細胞から分化誘導する方法を開発することが必須の課
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題であったが、本年度はそれに成功し、出願するとともに、論文として発表した（Cancer Research, 2016）
。
また、TCR 遺伝子を iPS 細胞に導入する方法、さらにそのようにしてつくった TCR-iPS 細胞から高品質な
キラーT 細胞を誘導することも本プロジェクには必須の基盤技術であるが、これにも成功し、WT1 抗原特
異的 TCR を導入した iPS 細胞から再生したキラーT 細胞ががん細胞を殺傷することを確認し、がん学会の
シンポジウム（10 月）等で発表した。
（河本）
英文
The goal of the collaborative research project is to develop combined strategy for treatment of drug-insensitive
cancers with advanced technologies in interdisciplinary research areas. To achieve our goal, we will employ a
combination of iPS cell technology and unique methods to expand individual patients' cancer cells. Particularly,
we will identify molecularly targeted drugs with unique screening platforms and develop a novel immunotherapy
using iPS cell-derived T cells, both of which are effective for drug-insensitive cancer in each patient. Finally, we
will propose a novel combined strategy targeting drug-insensitive cancers with these two approach, namely,
molecularly targeted drugs and cancer immunotherapy. We believe that the strategy developed in this joint effort
will hold significant value for realizing precision medicine for drug-insensitive cancers.

Research projects:
1) Drug screening based on refractoriness to reprogramming of cancer cells
2) Uncovering mechanisms underlying drug insensitivity and exploiting a novel strategy for drug-insensitive
cancer treatment
3) Developing a novel cancer immunotherapy using iPS cell-derived T cells

Achievement in FY2016:
1) Drug screening based on refractoriness to reprogramming of cancer cells
In the FY2016, we performed the reprogramming-based screening in EGFR-mutated lung cancer cells. To
this end, we confirmed that EGFR inhibitors are successfully identified as hit compounds. We started the
reprogramming-based screening in KRAS-mutated lung cancer cells. To initiated the reprogramming-based
screening in rare sarcomas, we established a mouse model with reporter allele to monitor Nanog expression. We
also introduced reprogrammable allele into drug-insensitive cancers, which have been established in Cancer
Institute (JFCR) and Osaka International Cancer Institute (Yamada, Katayama, Inoue).

2) Uncovering mechanisms underlying drug insensitivity and exploiting a novel strategy for drug-insensitive
cancer treatment
Using newly developed automatic pipetting machine, we performed high-throughput screening with
colorectal cancer CTOS. Candidate drugs were evaluated with a CTOS panel for assessing variation of sensitivity
and developing biomarkers. For a phenotypic screening, we established an imaging method of CTOS polarity, and
performed screening. We continued to expand CTOS panels for colorectal and lung cancer. We optimized CTOS
method for ovarian cancer, and initiated comparison between the sensitivity assay and clinical outcome (Inoue).
Patient Derived Xenograft (PDX) and Patient Derived Cell line (PDC) model from lung cancer and
colorectal cancer clinical specimens have been progressed steadily as planned. Analysis of the drug resistance
mechanism has also steadily progressed, and recently identified new drug resistance mechanisms are preparing
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for publication. We also discovered a new targeted therapy (combination therapy) for overcoming the triple
mutation (EGFR-C797S/T790M/activating mutation) that confers resistance to all clinically available EGFR
inhibitors including osimertinib, the third generation EGFR-TKI, in EGFR mutation positive lung cancer. The
finding was published as a peer-review paper（Nature Communications 2017）(Katayama).
3) Developing a novel cancer immunotherapy using iPS cell-derived T cells
It has been a prerequisite in this project to develop a method by which cytotoxic T lymphocytes (CTLs)
with high antigen specific cytotoxic activity can be induced from T cell-derived iPSCs. In this fiscal year (2016),
we have succeeded in developing such a method. This achievement was published as a manuscript (Maeda et al,
Cancer Research, 2016). Another important technology required for this project is to transduce iPSCs with
exogenous TCR gene (TCR-iPSCs) and to induce high quality CTLs from such TCR-iPSCs.We have succeeded in
developing this method, and have confirmed that regenerated CTLs from TCR-iPSCs are as potent as those from
T-iPSCs. This achievement was reported in a symposium of annual meeting of Japanese Cancer Society
(Yokohama, Oct 2016) (Kawamoto).
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