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研究成果の概要（和文）：これまでに肺癌細胞株においてはBNPの分泌は確認されていない。次段階として我々
は癌細胞のエクソソーム分泌に注目した。エクソソーム中には様々なsmall RNAが含まれている。健常者と肺腺
癌患者の血清中small RNAの網羅的解析を次世代シークエンサーを用いて行った。肺腺癌患者において特定の
small RNAが高発現していることが判明した。また癌患者の血清中に特異的に発現しているこれらのsmall RNAの
いくつかは癌患者の血清中エクソソーム、がん細胞株培養上清にも発現していることが明らかとなった。これら
のsmall RNAは新たながん診断バイオマーカーとなる可能性がある。

研究成果の概要（英文）：We have not detected BNP secretion from lung cancer cell line. As a next 
step, we focused on the secretion of exosomes from cancer cells. we compared circulating small RNAs 
between healthy people and lung adenocarcinoma patients by next generation sequencer. Some small 
RNAs highly expressed in serum of lung adenocarcinoma patients. Some of these small RNAs were highly
 detected in circulating exosomes in serum of cancer patients and supernatant of cancer cell lines. 
These results suggested that some circulating small RNAs can be a novel diagnostic biomarkers to 
detect lung adenocarcinoma.

研究分野： 肺癌

キーワード： small RNA
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