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研究成果の概要（和文）：

生命のセントラルドグマである DNA の遺伝子情報の流れに係るメッセンジャーRNA
（mRNA）を、その mRNA をセンス（sense）とした合成 核酸であるアンチセンス
（antisense）で運ばれたラジオアイソトープ（RI）から放出されるオージェ（Auger）電
子で破壊し、その蛋 白発現量を減少させることで、一定期間、細胞の増殖を抑制させるこ
とができることを本研究者は確認した（RI アンチセンス療法）。 本研究では、ヒト神経芽
細胞腫細胞の N-myc をセンスとする 15 mer のアンチセンスを担体とし、それにオージェ
電子を放出する RI である放射性インジウム（In-111）を標識した In-111-アンチセンスを
用いた RI アンチセンス療法に補助療法として化学療法を併用することで、In-111-アンチ
センスによるヒト神経芽細胞腫に対する相加的、相乗的抗腫瘍効果を検討することを目的
とした。cis-diammined ichlorroplatinum(II) (CDDP)の抗腫瘍効果を培養ヒト神経芽細胞
腫細胞と担癌 Balb/c ヌードマウスで検討した。CDDP の抗腫瘍効果に 投与量依存性が観
察された。CDDP 2mg/kg 程度の投与で癌細胞増殖の抑制が示された。腫瘍では、CDDP
5mg/kg 程度の投与でその退縮が 認められた。In-111-アンチセンスとともに CDDP を投
与した場合、癌細胞増殖の有意な抑制が認められた薬剤濃度でも腫瘍の有意な退縮を観察
することができた。これは、培養ヒト神経芽細胞腫細胞と担癌 Balb/c ヌードマウスで、
CDDP の投与により In-111-アンチセンスの抗腫瘍効果が増強されたものと考えることが
できた。

研究成果の概要（英文）：
Auger electrons are able to create breaks in mRNA (messenger ribonucleic acids),

giving them possible therapeutic utility against malignant tumor. The antitumor effect
of combined use of In-111-labeled N-myc antisense oligonucleotides and
cis-diamminedichloroplatinum (II) (CDDP) was investigated in human neuroblastoma
intraperitoneally transplanted to BALB/c athymic mice. The effects of In-111-labeled
N-myc antisense oligonucleotides against human neuroblastoma cells and
transplanted to athymic nude mice were found elsewhere. The response of the tumor to
CDDP was relevant to the dose administered. Regression of the tumor was observed
when CDDP was administered at about 5 mg/kg/injection. The retardation of tumor
growth was observed in the group to which CDDP was administered at about 2
mg/kg/injection. When CDDP was administered with In-111-labeled N-myc antisense
oligonucleotides, regression of the tumor was observed in the group treated with
In-111-labeled N-myc antisense oligonuclotides, and the retardation of tumor growth
was observed in the group treated with In-111-labeled N-myc antisense
oligonucleotides at the lower doses. These results indicate that CDDP enhances the
antitumor effect of In-111-labeled N-myc antisense oligonucleotides against
transplanted neuroblastoma in BALB/c athymic mice.
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１．研究開始当初の背景
オージェ電子を放出するラジオアイソトー

プ（RI）である放射性インジウム（In-111）
を標識した合成核酸鎖（In-111-N-myc アン
チセンス）は、ヒト神経芽細胞腫において増
幅した N-myc mRNA に放射線による損傷を
与えることで、がん細胞の増殖を抑制するこ
とができる（図１）。この効果は、研究代表
者らによって培養がん細胞とがん細胞を移
植したヌードマウスを用いた RI アンチセン
ス療法の基礎研究で示された。しかしながら、
その効果は一時的で、腫瘍の縮小までには至
っていない。

図１．RI アンチセンス治療の原理

２．研究の目的
RNA を分子ターゲットとする RI アンチセ

ンス療法に DNA レベルで作用する抗がん剤
の化学療法を併用することで、がん細胞の増
殖がより効果的に抑制される可能性が考え
られる（図２）。本研究では、培養がん細胞
や実験動物モデルから得られたインビト
ロ・インビボデータを解析し、化学療法の併
用によるヒト神経芽細胞腫の治療効果とヒ
ト神経芽細胞腫に対する RI アンチセンス化
学療法の臨床応用への可能性を検討するこ
とを目的とする。

図２．RI アンチセンス化学療法の原理

３．研究の方法
本研究では、前述した目的を達成するため

に、１）N-myc アンチセンスを合成、In-111
で標識し、続いて陽電荷リポソームに包埋し
た In-111-N-myc アンチセンスの放射化学的
安定性の検討、２）培養したヒト神経芽細胞
腫細胞で、陽電荷リポソームに包埋した
In-111-N-myc アンチセンス、シスプラチン
（抗がん剤）、ベラパミル（抗がん剤）の単
独、併用投与後、セルカウントによる細胞増
殖の抑制効果の評価と作用機序のウェスタ
ンブロッティング、チミジンアップテイク、
FDG アップテイクによる確認、３）培養した
ヒト神経芽細胞腫細胞をヌードマウス腹腔
内へ投与し作製した腹膜播種マウスモデル
で、陽電荷リポソームに包埋し In-111-N-myc
アンチセンス、シスプラチン（抗がん剤）、
ベラパミル（抗がん剤）の単独、併用投与後、
摘出した腫瘍の形態学的計測による腫瘍増
殖の抑制効果の評価、を行う。

図３．薬剤投与計画

４．研究成果
本研究では、ヒト神経芽細胞腫細胞の

N-myc をセンスとする 15 mer のアンチセンス



を担体とし、それにオージェ電子を放出する
RI である放射性インジウム（In-111）を標識
した In-111-アンチセンスに図３のように
CDDP を併用することで、In-111-アンチセン
ス化学療法によるヒト神経芽細胞腫に対す
る抗腫瘍効果を検討した。cis-diammined
ichlorroplatinum(II) (CDDP)の抗腫瘍効果
は培養ヒト神経芽細胞腫細胞と担癌 Balb/c
ヌードマウスを用いて測定された。CDDP の抗
腫瘍効果に 投与量依存性が観察された。
CDDP 2mg/kg 程度の投与で癌細胞増殖の抑制
が示された。腫瘍では、CDDP 5mg/kg 程度の
投与でその退縮が 認められた。In-111-アン
チセンスとともに CDDP を投与した場合、癌
細胞増殖の有意な抑制（併用の場合 90%、RI
アンチセンス単独の場 合 60%）が認められた
薬剤濃度でも腫瘍の有意な退縮（併用の場合
60%、RI アンチセンス単独の場合 30%）を観
察することができた（図４、５）。これによ
り、培養ヒト神経芽細胞腫細胞と担癌 Balb/c
ヌードマウスで、CDDP の投与により In-111-
アンチセンスの抗腫瘍効果が増強されたも
のと考えることができた。

図４．RI アンチセンスによる腫瘍細胞・腫瘍
への効果

図５．RI アンチセンス＋CDDP（RI アンチセ
ンス化学療法）による腫瘍細胞・腫瘍への効
果
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