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学位論文題目： ゾレドロン酸とセツキシマブ併用療法は KRAS 変異の有無に関わらず大腸癌の腫瘍増

殖抑制効果を認める 
Thesis Title     Combination therapy with zoledronic acid and cetuximab effectively suppresses 

growth of colorectal cancer cells regardless of KRAS status 

  

                               
 

学位論文要約： 
Summary of Thesis 
 
大腸癌は世界で３番目に多い悪性腫瘍であり, 早期診断が可能になった現在でも切除不能症例や術後再発

により多くの人が死に至る。多様な化学療法と分子標的薬との併用により, 全生存期間は延長しているが, 大
腸癌の 30〜40%に認める KRAS 変異型については, 治療方針が確立しておらず, 予後不良である。一方, 既存

の研究でゾレドロン酸(Zoledronic acid;ZOL)は, イソプレニル化を阻害することにより, 乳癌や膵癌などにお

いて抗腫瘍効果を認めることが示されてきた。本研究は, KRAS 変異の有無に関わらず, 大腸癌に対する ZOL
の抗腫瘍効果やそのメカニズムを検討するとともに, EGFR 阻害剤であるセツキシマブ(Cetuximab;CTX)との

併用による相乗効果を検討した。 
 

【対象と方法】 

 ヒト大腸癌細胞株として主に SW48(KRAS 野生型)と LS174T(KRAS 変異型)を用いて, CTX 単剤, ZOL 単剤, 
及び CTX と ZOL の併用について検討した。 
In vitro : MTT assay と clonogenic survival assay にて薬剤感受性, 細胞障害性を確認した。また, 細胞内シグナ

ル伝達タンパク質の発現程度を Western blotting にて評価した。 
In vivo : ヌードマウスに大腸癌細胞株を皮下接種後, 腹腔内に薬剤を投与した。腫瘍体積・重さの比較, 摘出

腫瘍の細胞内シグナル伝達タンパク質の発現を Western blotting にて評価した。さらに腫瘍増殖抑制のメカニ

ズムとして考えられる, apoptosis について免疫組織染色, FACS, Western blotting を用いて検討した。 
 

【結果】 

① CTX と ZOL の相乗効果 
 CTX単剤ではKRAS野生型でのみ細胞障害性を認めた。また, ZOL単剤における50%阻害濃度(IC50)は，SW48
で 65.3 µM，LS174T で 72.5 µM であった。ZOL と CTX の(1, 10, 100 nM)併用での IC50 は， SW48 では 18.4 µM, 
17.1 µM, and 5.28 µM であり, LS174T では 30.7 µM, 25.1 µM, and 11.68 µM と両株ともに相乗効果を認めた。

long-term effect 評価としての clonogenic survival assay でも同様に相乗効果を認めた。 
 

② ZOL 単剤での mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway と AKT pathway の阻害 
 ZOL単剤では p-EGFRは減少しなかったが, p-ERKと p-AKT は controlと比較して減少 [SW48: 30% (p-ERK), 
7% (p-AKT) 減少, LS174T: 13% (p-ERK), 38% (p-AKT) 減少]した。一方, unprenylated RAP1A は ZOL 投与によ

り増加していた。 
③ CTX+ZOL 併用での MAPK pathway と AKT pathway の阻害 
 両株ともCTXの濃度依存的（0, 10, 100 nM）にp-ERKと p-AKTは controlと比較して減少[SW48: 78% (p-ERK) , 
93% (p-AKT)減少,  LS174T: 57% (p-ERK), 77% (p-AKT)減少]した。 



④ In vivo での抗腫瘍効果 
 SW48 では, 単剤・併用ともに control と比較して体積・重さ共に有意に腫瘍増殖を抑制した。LS174T では, 
CTX 単剤では抗腫瘍効果は認めなかったが, ZOL 単剤・併用では有意に腫瘍増殖を抑制した。また, ZOL 単

剤に比べ, 併用の方が有意に抑制した。 
⑤ Apoptosis 
 両株とも, ZOL 単剤・併用時に cleaved caspase-3 と subG1 の増加を認めた。また, 摘出腫瘍の TUNEL 染色

でも同様に ZOL 投与時に apoptosis を誘導しており, 併用時にその効果は増加していた。 

 

【考察】 

 大腸癌細胞株 SW48, LS174T において，ZOL と CTX の相乗効果を認めた。ZOL は MAPK pathway と AKT 
pathway の両経路を阻害することにより抗腫瘍効果を認め, apoptosis を誘導していることが示唆された。それ

は Ras のイソプレニル化の阻害により起こり, その効果は CTX との併用によって増強され, KRAS 変異の有

無に関わらず認めることが示された。また, In vivo でも同様の結果を認め, 生体内においても有効であること

が示された。 
 

【結論】 

 ZOL は KRAS の野生型および変異型に関わらず, 大腸癌細胞の増殖抑制効果を認め, ZOL と CTX の併用療

法は apoptosis の誘導を増強させ, より抑制効果を認めた。これらの結果は, 新たな治療方針の確立への展開

が期待できる。 
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