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II. 成果の概要（総括研究報告）
和文
小細胞肺がん (small-cell lung cancer; SCLC) は日本の肺がんの約 15%を占め、年間１万人以上が死
亡する難治がんの代表である。早期から全身へ転移すること、鋭敏な病勢マーカーが少ないことから、
SCLC の診断・治療薬開発が強く望まれている。細胞接着分子 CADM1 は SCLC で高発現し、しかも正
常組織では精巣のみに発現する exon8 及び 9 を含むスプライスバリアント (v8/9) を発現し、さらに
CADM1 v8/9 の発現が SCLC の悪性形質を促進し、がん遺伝子様の働きをする。そこで本研究は
CADM1v8/9 に特異的な抗体を作成し、CADM1v8/9 を標的とした血清診断法の開発、ならびに診断と共
役し CADM1 を標的とする抗体治療薬開発を目的として行う。
岩成宏子特任准教授（東京大学先端科学技術センター）、田村研治科長（国立がん研究センター中央病
院

乳腺・腫瘍内科）らのグループとともに、抗 CADM1v8/9 特異的抗体を作成し、CADM1v8/9 を検出

する ELISA の構築、さらに SCLC 患者血清を用いた検証を行った。
英文
Small-cell lung cancer (SCLC), accounting for approximately 15% of all lung cancer in Japan, is one
of the typical intractable cancers, of which more than 10,000 patients die every year.

Since SCLC

shows early metastases while lacks the sensitive prognosis markers, development of novel diagnostic
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markers and molecular targeted therapies are definitely required to overcome SCLC.
SCLC cells overexpress a cell adhesion molecule CADM1 with a specific splicing variant containing
both exon 8 and 9 (v8/9), which is only observed in testis among all normal tissues. In addition,
CADM1v8/9 promotes the malignant features of SCLC, thereby it functions like an oncoprotein.
Here, we generated antibodies specific to CADM1v8/9 and constructed a prototype ELISA for the
detection of CADM1v8/9, which was subsequently validated using the sera from SCLC patients.
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