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II. 成果の概要


研究代表者は Ras 活性を生きた細胞、生きた組織で検討することができるフェルスター共鳴エネル
ギー移動/蛍光共鳴エネルギー移動（FRET）に基づくバイオセンサーを開発し、生きた細胞や生き
た動物で Ras 活性を測定することに成功した。本課題ではこの FRET バイオセンサーを Ras 活性
化因子のハイスループットスクリーニング用に改良した。



次に、二次スクリーニングシステムを構築した。まず、薬剤誘導性に Ras 活性化因子を活性化する
系を構築した。この系においては、薬剤投与後 5 分以内に Ras が顕著に活性化されることを確認し
た。さらに、この系を安定に発現する細胞株を樹立した。



また、FRET によらない Ras 活性化検出系を構築した。この系は Ras 依存性に Ras 標的分子が膜
画分に移動することを指標としている。この系も細胞株に安定に発現させ細胞のクローニングを行
った。細胞増殖因子や、上記 Ras 活性化システムでの Ras 活性化を検出できることを確認した。
このアッセイ系は FRET に依存していないため、蛍光を発する化合物に用いることができ、ヒット
化合物の検証に用いることができる。



HTS アッセイ系を最適化して、理研へ技術移管した。理研にて、化合物のスクリーニングが開始さ
れた。
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The principal investigator of this project invented a biosensor based on the principle of
Förster resonance energy transfer (FRET), which can monitor the Ras activity in living
cells and living animals. In the present project, we modified this biosensor to perform
high-throughput screening for Ras activators.
We also set up secondary screening systems. In the first assay system, we made a druginducible activation of Ras activators. We confirmed that Ras is rapidly activated within
5 minutes by the addition of the chemical compounds. This Ras-activation system was
stably expressed in human cells.
We also set up another system to monitor Ras activity. This system is based on the
membrane-translocation of Ras effectors upon Ras activation. We have cloned several
cell lines that express this Ras-dependent translocation system. Under conventional
fluorescent microscopes, Ras activation could be detected reproducibly upon growth
factor stimulation.
The Ras-dependent translocation system was used in combination with the druginducible Ras activation system. We could monitor Ras activation with high sensitivity
by this assay system. Because this assay system can be compatible with fluorescent
chemical compounds, we can used this system for the validation of hit compounds
identified by the FRET-based assay system.
HTS assay was optimized and the technology has been transferred to RIKEN. With this
HTS assay, screening of RIKEN chemical library was started.
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