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II. 成果の概要（総括研究報告）
TMEM180 抗体をベースとした血清診断法の開発としては、を用い、ヒト化抗 human TMEM180 抗
体および抗エクソソーム抗体の組み合わせを用いイムノ磁気ビーズを用いたサンドイッチ ELISA 法を開
発し、評価した。大腸がん患者血清と健常者血清とで有意な差が認められた。大腸内視鏡を受けた被検
者 399 名分の血清および便検体の収集を行ない、将来の計測にそなえている。
TMEM180 分子の機能解析に関しては、TMEM180 ノックアウトマウスの作出を行った。結果、6 匹
のホモノックアウト個体が得られた。TMEM180 ノックアウトマウスが胎生致死ではないことから、
TMEM180 が少なくとも発生初期段階においては必須タンパク質ではないことがわかった。
大腸がんにおける TMEM180 の生物学的機能解析のために、大腸がん細胞株 DLD1 と SW480 で遺伝
子ノックダウン(KD)細胞株を作製した。さらに、DLD1 細胞に TMEM180 遺伝子をトランスフェクショ
ンして過剰発現(OE)細胞株を樹立した。 種々の解析の結果 TMEM180 遺伝子は細胞増殖に関わること
が判明した。
For the development of automatic colorectal cancer diagnostic method, we used anti-TMEM180
monoclonal antibody (mAb) and anti-exosome mAb and developed an sandwiches ELISA based on an
immunobeads. The ELISA system clearly distinguished blood samples of cancer patients from blood
samples of healthy volunteers. In a prospective study, we have collected blood samples and stool
samples of 399 examinees who received colonoscopy.
For the functional analysis of TMEM180, we tried to obtain a knockout mouse of TMEM180 and
succeeded in obtaining mice that were homo-knockout of TMEM180 gene. This means that the
knockout of the TMEM180 does not cause a embryonic death. To address the biological function of
TMEM180 in CRC, we knocked down (KD) the gene in CRC cell lines DLD1 and SW480 cells.
Moreover, TMEM180-overexpressed (OE) DLD1 cells were established with transfection of the gene
into the DLD1 cells. The results revealed that TMEM180 is involved in tumor growth.
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