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研究成果の概要（和文）：Cadm1欠損マウス肺腫瘍由来の高浸潤性IMSMP-1細胞に恒常的にGFPを発現させ、ヌードマウ
スの脾臓から肝臓に浸潤させ、癌細胞を血管とともに多光子レーザー顕微鏡で観察する生体蛍光観察系を確立した。ま
た、成人T細胞白血病(ATL)関連細胞株(MT-2)を免疫不全NOGマウスの尾静脈に投与し、ヒトATLの特徴である多臓器浸潤
を示すマウスモデルを構築した。１日後に肝臓に浸潤した細胞を観察すると、shCADM1/GFP発現細胞では血管内からext
ravasationする細胞の割合が減少し、CADM1がATLの浸潤初期における血管への接着、extravasationの過程に重要であ
ることが示された。

研究成果の概要（英文）：IMSMP-1 cells derived from lung tumor spontaneously developed in cadm1-deficient 
mice were constitutively expressed with GFP, and injected into spleen of nude mice. In the following day, 
tumor cells invaded into liver can be seen by intravital imaging using multi-photon laser microscope. 
Then, we injected adult T-cell leukemia (ATL)-related MT-2 cells into the tail vein of NOG mice and 
established the mouse model of human ATL with multi-organ infiltration. MT-2 cells were then 
constitutively transfected with expression vectors of shCADM1 and GFP. One day after injection, the 
extravasation of MT-2 cells into liver were reduced in shCADM1-expressing cells compared with 
shControl-expressing cells, indicating that the expression of CADM1 is important for the early stage of 
ATL cell invasion.

研究分野： 分子細胞生物学

キーワード： がん　CADM1　ATL　細胞浸潤　多光子励起顕微鏡　生体イメージング
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１． 研究開始当初の背景 

CADM1(Cell adhesion molecule 

1)/TSLC1(Tumor suppressor in lung cancer 1)は、

マウス生体における移植したヒト肺がんの

増殖抑制を指標として同定されたがん抑制

遺伝子である。CADM1 は染色体 11q23.1 にお

ける代表的ながん抑制遺伝子として機能し、

その発現は肺がんを始め、乳がん、膵がんな

ど上皮由来のがんの 30-60％において、その

進展の後期、つまり多段階発がんモデルの浸

潤・転移の過程で減少または欠如する。正常

の上皮細胞に発現する CADM1 蛋白質は、細

胞接着面に局在し細胞間接着を司る。

CADM1 はその細胞内領域で、アクチン細胞

骨格に連結する裏打ち蛋白質である protein 

4.1 群、およびアダプター蛋白質である

MAGuK(Membrane associated guanylate kinase)

群と三量体を形成して、上皮構造の形成・維

持に関与すると考えられている。申請者は、

siRNA による CADM1 の発現抑制が上皮構造

の破綻を示すことから、CADM1 が上皮細胞

の構造維持に重要であることを示している。

さらに、静的に見える接着維持の状態でも

CADM1, protein 4.1 MAGuK の約半数の分子

は数分の間に入れ替わり、CADM1 経路の分

子群が動的に制御されていることを示した。

また、Cadm1 欠損マウスにおいて肺がんの自

然発生が見られたことから、CADM1 が生体

内においても上皮のがん抑制に働くことが

示されている。 

一方、血球系の細胞は通常 CADM1 を発

現しないが、12,000 遺伝子を用いたマイクロ

アレイ解析により、ATL において発現が上昇

する第 1 位の遺伝子として CADM1 が同定さ

れた。さらに我々の研究室において、ATL 細

胞に発現する CADM1 がRho ファミリー低分

子量 G 蛋白質に対するグアニンヌクレオチ

ド 交 換 因 子 で あ る Tiam1 (T-lymphoma 

invasion and metastasis 1)を介して Rac を活性

化することが示された。ATL における

CADM1 は血管内皮細胞との接着面局在し、

Rac を活性化させることで細胞運動を促進し、

浸潤・転移に機能すると考えられる。 

このように上皮および ATL 細胞を用い

た研究により、CADM1 のがん抑制と浸潤促

進の二つの異なる機能は、その細胞内領域に

結合する分子の違い、また局在や動態制御の

違いにより発揮されることが示唆された。し

かしながら、生体内における CADM1 および

その下流分子群の動態や機能が、がんの増殖

や浸潤・転移にどのように関与するのかにつ

いては未解明の点が多く残されている。 
 
２． 研究の目的 

（1）上皮細胞由来のがんにおける CADM1

と下流分子群の生体内での動態と役割の解

明 

CADM1 の生体内での機能を調べるために

我々の研究室で Cadm1 欠損マウスを作製し

たところ、発生初期に異常は認められないも

のの、その約 3 割において生後 15 ヵ月以降

に肺がんの自然発生が認められた。この欠損

マウスに形成された肺腫瘍は、病理学的解析

から肺胞上皮に由来する腺腫および腺がん

であることが示されたことから、CADM1 は

生体内においても肺胞上皮細胞のがん抑制

蛋白質として働くことが示唆された。 

さらに我々は Cadm1 欠損マウス由来の

肺腫瘍より IMSMP-1 細胞を樹立した。興味

深いことに、IMSMP-1 細胞は、正常免疫を持

つマウスの皮下に移植しても腫瘍の形成を

認めることから、この細胞を用いてより生理

的な条件下で生体内におけるがん化の進展

を追跡することが可能である。また IMSMP-1

細胞をヌードマウスの皮下に移植した場合

には、腫瘍形成に加えて、肺、肝臓およびリ

ンパ節への転移が見られ、さらに腹腔に注入

すると腫瘍細胞を含む腹水を生じ、2 週間で

死に至ることが明らかになった。そこで本研

究では、IMSMP-1 細胞に蛍光蛋白質を発現さ



せ、様々な腫瘍形成・転移系を用いて、腫瘍

の増殖および浸潤・転移の過程を生体蛍光観

察(intravital imaging)により時空間的に解析す

る。 

（2）ATL 細胞の浸潤における CADM1 と下

流分子群の生体内での動態と役割の解明 

ATL に異所性に発現する CADM1 は、上皮細

胞ではMAGuK群と結合するPDZ結合領域を

介して Tiam1 と結合し Rac を活性化させるこ

とで、ATL の血管内皮細胞へ接着を促進する。

このときCADM1はATL細胞に形成される浸

潤突起様の構造部分に局在し、ATL が内皮間

隙あるいは内皮細胞内を通過する内皮下浸

潤(Trans-endothelial migration, TEM)を促し、浸

潤・転移に関与すると考えられている。この

ように ATL と血管内皮細胞を用いた培養細

胞系における研究は進行している一方で、マ

ウス生体において、ヒト由来の ATL の浸潤を

調べることは困難であり、ごく僅かな系の報

告しかない。そこでまず、様々な ATL 細胞を

各種免疫不全マウス(NOD/SCID, NOG)の血

管に注入し、多臓器への浸潤を示す ATL の浸

潤モデル系を構築する。 

次に、ATL の生体内の浸潤における

CADM1, Tiam1 の役割を調べる目的で、

CADM1あるいはTiam1に対する shRNAを発

現させた ATL 細胞を用いて同様の観察を行

う。さらに、CADM1 による生体内の浸潤促

進効果が明らかになれば、生体蛍光観察法や

生体外(ex vivo)における組織の観察を行うこ

とにより、そのメカニズムを解析する。 
 
３． 研究の方法 

（1）上皮細胞由来のがんにおける CADM1

と下流分子群の生体内での動態と役割の解

明 

Cadm1 欠損マウス肺腫瘍より我々の研

究室で独自に樹立された IMSMP-1 細胞は、

上皮様の形態を示し、接触阻害による増殖抑

制を示さない細胞である。この IMSMP-1 細

胞の生体内での観察を可能にするため、まず

蛍光蛋白質(GFP)を恒常的に発現させたクロ

ーンを樹立する。次にこれらの蛍光蛋白質を

発現する IMSMP-1 細胞を、正常免疫を有す

る C57BL6/J マウスの皮下に注入し、がんの

増殖や転移を観察する。これまでの研究によ

り、IMSMP-1 細胞を皮下に注入し、約 20 日

で皮下腫瘍が形成されることから、この時期

に腫瘍形成部分の皮膚にカバーガラスを縫

合し、倒立顕微鏡ステージ上に設置した飼育

箱の中で麻酔を行いながら、多光子レーザー

を用いた腫瘍の観察を行う。これにより生理

的な条件下で、腫瘍内の血管新生、またがん

細胞の毛細血管内への浸潤を解析する。この

とき TexasRed 標識したデキストランを検鏡

の直前に尾静脈より投与し、血管を同時に可

視化することで、腫瘍の血管内侵入を解析す

る。 

（2）ATL 細胞の浸潤における CADM1 と下

流分子群の生体内での動態と役割の解明 

ATL 細胞株はヒト由来のためマウスへの移

植実験は困難であるが、いくつかの ATL 細胞

株は免疫不全マウスの腹腔に移植すると、

ATL 細胞が腹腔内で増殖し、また数ヵ月後に

は膵臓、肺組織などへ生着するという報告が

ある。そこでまず我々の研究室で保有する

ATL 細胞株に蛍光蛋白質を発現させ、免疫不

全のNOD/SCIDあるいは NOGマウスへ投与

し、ATL の浸潤性を解剖により評価し、ヒト

の ATL の特徴である皮膚や多臓器への浸潤

と腫瘤形成を示すマウスモデルを構築し、同

時にその生体蛍光観察を試みる。培養細胞系

による ATL の内皮下浸潤(TEM)においては、

CADM1 はその浸潤の先端部の突起様の構造

に局在し、TEM を促進すると考えられている。

そこでATL細胞に発現するCADM1の生体で

の浸潤における役割を調べるために、

CADM1の発現を shRNAにより抑制したATL

細胞を用いてマウス浸潤モデル系による解

析を試みる。CADM1 の恒常的な抑制により



培養 ATL の増殖に影響が出た場合には、テト

ラサイクリン誘導型などの発現ベクターを

用いて shCADM1 を発現させる。さらに ATL

細胞がどの組織に生着するのか調べるため

に、ATL 細胞を尾静脈より投与し、一定期間

を経た後に、組織を切除し生体外において蛍

光観察を行う。 

 

４． 研究成果 

（1）上皮細胞由来のがんにおける CADM1

と下流分子群の生体内での動態と役割の解

明 

まず、多光子レーザー顕微鏡を用いた生

体蛍光観察(Intravital imaging)系の構築を試み

た。倒立および正立顕微鏡に多光子レーザー

を搭載したシステムを使用し、GFP 発現トラ

ンスジェニックマウスを麻酔下にて開腹し、

肝臓、脾臓、小腸など様々な臓器の観察を行

った。臓器により、倒立あるいは正立顕微鏡

による観察に適していることが分かった。さ

らに TexaRed デキストランを尾静脈より導入

し同時に血管の可視化を行った。次に、Cadm1

欠損マウスの肺腫瘍より樹立された高浸潤

性の IMSMP-1 細胞に GFP を発現させたクロ

ーンをヌードマウスの皮下に移植し、数週間

維持し腫瘍を形成させた。解剖により、この

皮下腫瘍の周辺には多くの血管が観察され、

腫瘍の血管への浸潤が予測された。さらに、

TexasRed デキストラン導入による血管の可

視化により腫瘍周辺の血管新生の亢進が観

察されたが、血管内に浸潤する細胞を観察す

ることは困難であった。 

さらに、この IMSMP-1 細胞をヌードマ

ウスの脾臓に投与し、1 日後に肝臓に転移し

た細胞を観察すると、TexasRed デキストラン

の尾静脈投与による血管の可視化と組み合

わせることにより、血管内に留まる細胞およ

び組織内に漏出した(extravasation)細胞が検

出された。IMSMP-1 細胞の高浸潤性という特

徴を生かし、浸潤過程のタイムラプス観察の

系を構築することが可能となった。 

 

（2）ATL 細胞の浸潤における CADM1 と下

流分子群の生体内での動態と役割の解明 

ATL 細胞株はヒト由来であり、マウスへ

の移植実験は困難であることから、これまで

数例の報告しか存在しない。そこで我々の研

究室で保有する ATL 細胞株を免疫不全の

NOD/SCID あるいは NOG マウスへ投与し、

ヒトの ATL の特徴である皮膚や多臓器への

浸潤と腫瘤形成を示すマウスモデルの構築

を試みた。ATL の浸潤性を免疫組織染色によ

り評価したところ、MT-2 細胞を NOG マウス

の尾静脈へ移植した場合において、肺、肝臓、

脾臓、骨への浸潤が観察された。特に肝臓へ

の浸潤・転移は著しく、肉眼による観察で容

易に腫瘍結節が認められた。 

次に、CADM1 に対する shRNA 発現ベク

ターを構築し GFP 発現ベクターとともに

MT-2 細胞に導入し、MT-2/shCADM1/GFP 発

現クローンを得た。この細胞株は、shControl

導入細胞株と比較して、in vitro における増殖

能には変化がないが、ヒト臍帯静脈内皮細胞

(HUVEC)への接着能が有意に低下していた。

これらの細胞株を NOG マウスに投与し約 25

日後に多臓器への細胞浸潤を評価したとこ

ろ、shCADM1 導入細胞株では肝臓における

腫瘍結節数の低下が観察された。さらに肝臓

への浸潤機構のより詳細な解析を試みたと

ころ、shCADM1 導入 MT-2 細胞が浸潤した肝

臓における血管数は shCADM1 導入細胞を投

与した場合と変化がなく、血管新生能には影

響がないことが分かった。一方、shCADM1

導入細胞の投与により、肝臓内に浸潤した腫

瘍内部のネクローシスは有意に減少し、さら

に血管内で増殖した腫瘍塊による血栓形成

の減少が見られた。 

さらに、ATLにおけるCADM1の発現が、

肝臓の血管との接着および extravasation に関

与 す る か ど う か を 調 べ る た め 、



 
図 1. 肝臓に浸潤した MT-2/GFP 細胞（緑）の共焦点顕微

鏡によるイメージング。抗 CD-31 抗体により可視化した

血管（赤）および核（青）、また水平面(X-Y)および垂直

面(X-Z, Y-Z)の像を示している。血管外に漏出した細胞

(A)、血管内に留まる細胞(B)の代表例。(C) 血管内およ

び血管外に存在する、shControl または shCADM1 発現

MT-2/GFP 細胞の細胞の比率。 

 

MT-2/shControl/GFP 細 胞 、

MT-2/shCADM1/GFP 細胞を尾静脈に投与後

１日後に肝臓のイメージングを行った。NOG

マウスを用いた生体イメージングは不可能

であったが、切除した肝臓を抗 CD31 抗体に

より染色し、共焦点顕微鏡による 3D イメー

ジングを行った（図 1A, 1B）。その結果、

shCADM1 発現細胞では shControl 発現細胞と

比較して、血管内より extravasation する細胞

の割合が減少していた（図 1C）。この結果か

ら、ATL における CADM1 の発現が、浸潤初

期における血管への接着から extravasation の

過程に重要であることが示された。 
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