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研究成果の概要（和文）： 

本研究の目的は、胃型・腸型胃癌に特徴的に発現している細胞表面分子を網羅的に解析し、新
規胃癌治療の標的分子を同定することである。正常胃粘膜および胃癌細胞株 MKN-1、MKN-28、
HSC-57 を材料に、CAST 法で細胞表面分子の網羅的解析を行った。合計 7200 クローンのシークエ
ンスを行い、胃癌において特徴的に高発現している DSC2、TSPAN8 遺伝子を同定した。これらの
分子は新規胃癌治療の標的分子として期待される。 
 
研究成果の概要（英文）： 

Genes expressed only in cancer tissue, and especially on the cell membrane, will be 
good therapeutic targets. To identify genes that encode transmembrane proteins present 
in gastric cancer, we generated CAST libraries from three gastric cancer cell lines (MKN-1, 
MKN-28, and HSC-57) and normal stomach. By sequencing 7200 colonies, we identified DSC2 
and TSPAN8 as a gastric cancer-specific genes. Our results provide a list of genes that 
have high potential as a therapeutic target for gastric cancer. 
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１．研究開始当初の背景 

 申請者らは、SAGE 法を用いた胃癌の網羅的

遺伝子発現解析から、胃癌では癌遺伝子・癌

抑制遺伝子ではなく、胃や腸の分化に関連し

ている遺伝子に発現の異常がおきていること

を明らかにした。胃癌はその粘液形質から、

胃型・腸型に分類され、臨床動態が異なるこ

とが知られている。一方、癌治療の標的分子

として、癌細胞表面分子が注目される。近年

様々な分子標的薬が開発されており、その多

くは細胞表面分子に対するものである。乳癌

に対しては Trastuzumab、肺癌に対しては

Gefitinib が開発されているが、胃癌に対す

る有効な分子標的薬は開発されていない。標
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的分子が同定されていないことが原因の 1 つ

と考えられ、胃癌において特徴的に発現が亢

進している細胞表面分子の同定が必要とされ

ている。しかしながら、国内外を通じ、胃癌

に特徴的に発現している細胞表面分子は報告

されていない。 

 

２．研究の目的 

 本研究の目的は、胃型・腸型胃癌に特徴的

に発現している細胞表面分子を網羅的に解析

し、新規胃癌治療の標的分子を同定すること

である。 

 

３．研究の方法 

 細胞表面分子、分泌分子のみを効率良く同

定 す る 方 法 と し て 、 Escherichia coli 

ampicillin secretion trap（CAST）法が開発

されている。CAST 法の概略は以下の通りであ

る。分泌に関与するシグナルシークエンスを

欠損させたアンピシリン耐性遺伝子（b-ラク

タマーゼ遺伝子）を組みこんだベクター

（pCAST vector）を準備する。次に欠損させ

たシグナルシークエンスの部分に解析対象サ

ンプルの cDNA を組込みライブラリーを作成

する。これらを大腸菌に導入して、アンピシ

リン含有培地で培養する。ここで選択されて

くる大腸菌はアンピシリン耐性株であり、b-

ラクタマーゼ遺伝子が分泌、あるいは大腸菌

の膜上に存在することを意味している。すな

わち、pCAST に組込まれた遺伝子配列中に膜

貫通ドメイン、あるいはシグナルシークエン

スが存在することを示している。これらの陽

性クローンからプラスミド DNA を抽出し、塩

基配列解析を解析すれば、効率よく細胞表

面・分泌分子を同定できる。 

 以上を踏まえ、胃癌細胞株を材料に CAST 法

を行い、同定された細胞表面分子について、

リアルタイム RT-PCR 法、免疫染色法で遺伝子

発現量を測定し、胃型・腸型胃癌との関連に

ついて検討する。 

 

４．研究成果 

 本研究では、正常胃粘膜組織および胃癌細

胞株 MKN-1、MKN-28、HSC-57 を材料に、分泌

分子、細胞表面分子を効率よく同定できる

CAST法で細胞表面分子の網羅的解析を行った。

合計 7200 クローンのシークエンスを行い、胃

癌において特徴的に高発現している DSC2、

TSPAN8 遺伝子を同定した。DSC2 は細胞接着装

置であるデスモソームを構成する分子の 1 つ

であるデスモコリン 2 をコードする遺伝子で

ある。DSC2の発現を免疫染色で検討した結果、

DSC2 は腫瘍細胞、あるいは腸上皮化生粘膜の

杯細胞の細胞膜に染色された。合計で、胃癌

組織においては約 30%の症例が陽性であり、

腸型形質の胃癌において高発現していた。ま

た腸の転写因子 CDX2 により発現が誘導され

ることが明らかとなった。DSC2 は扁平上皮に

おいても発現しており、膀胱における移行上

皮癌と扁平上皮癌を鑑別できるよいマーカー

でることも明らかにした。 

 TSPAN8遺伝子はテトラスパニンファミリー

のひとつであり、膜貫通蛋白質をコードする。

外科的に切除された胃癌組織 210 例を材料に

TSPAN8 の発現を免疫染色で検討した結果、

TSPAN8 は腫瘍細胞の細胞膜に染色された。72

例（34%）の症例が TSPAN8 陽性であり、TSAPN8

陽性例は有意に予後不良であった。TSPAN8 の

発現と胃型・腸型形質との間に有意な関連は

なかった。胃癌細胞株を材料に TSPAN8 の発現

を siRNA でノックダウンし、細胞増殖能を MTT

アッセイで、浸潤能をボイデンチャンバーア

ッセイで検討した。その結果、増殖能、浸潤

能とも有意に減少した。以上の結果から、

TSPAN8は胃癌の進展に寄与していると考えら

れた。TSPAN8 は全身正常組織で発現が低いた

め、TSPAN8 の阻害剤は副作用の少ない治療薬

として期待される。 

 以上、DSC2 を TSPAN8 は胃癌に特異性の高

い細胞表面分子であり、新規胃癌治療の標的

分子として期待される。 
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