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【緒言】 

 ポロ様キナーゼ 1（Polo-like kinase 1: PLK1）は細胞分裂に重要な役割を果たすセリ

ン・スレオニンキナーゼである。これまでに急性骨髄性白血病（Acute myeloid leukemia: 

AML）を含む多くの悪性腫瘍においてその過剰発現が報告されており、種々の PLK 阻

害剤が開発されている。 

選択的 PLK1 阻害剤である volasertib(VOL)は、AML に対する新規治療薬として期待

されているが、臨床試験において単剤での効果は限定的であり、また低用量シタラビ

ンとの併用療法では重篤な感染症の増加が報告されており臨床応用には至っていない。

そのため VOL の耐性化機序の解明とその至適投与法の確立が求められている。 

 

【対象および方法】 

 ヒト血液悪性腫瘍細胞株を用いて VOL の感受性と PLK1 mRNA 発現および PLK1 リ

ン酸化状態との相関について検討した。また AML 細胞株を用いて VOL 耐性細胞株を

樹立し、その耐性化機序を検討した。さらに同細胞株および、当施設生命倫理審査委

員会で承認された研究計画に基づいた研究目的での検体利用及び保存に文書で同意さ

れた AML 患者由来細胞を用いて、VOL 単剤の有効性および azacitidine(AZA)との併用

効果、並びに細胞周期やシグナル経路の観点から VOL と併用することで有効性の期

待できる薬剤の探索を行った。 

 

【結果】 

ヒト血液腫瘍細胞株に対する volasertib の有効性 

 VOL は G2/M arrest を介した細胞死を誘導し、多くの細胞株で高い有効性を示した

(Figure 1A, 1B)。その感受性は PLK1 mRNA の発現と弱い負の相関がみられたが、PLK1

リン酸化状態とは相関がみられなかった(Figure 1C, 1D)。一方で VOL 投与により PLK1

のリン酸化の亢進がみられた(Figure 1E)。 

AML 細胞株を用いた volasertib 耐性細胞の樹立 

 AML 細胞株 MOLM14, HL-60, MV4;11, K562, HEL を用いて VOL と共培養すること

で耐性細胞を樹立した(Figure 2A)。耐性細胞では VOL による G2/M arrest が誘導され

なかった(Figure 2B)。Wee1 は G2 期から M 期への進行を負に制御する蛋白であり、親

株細胞では VOL 投与によりその発現亢進がみられたが、耐性細胞では VOL 投与後の

Wee1 の発現亢進はみられなかった(Figure 2C)。 

PLK1 の ATP 結合部位を構成するアミノ酸変異による volasertib 耐性化 

 3 種類の耐性株において PLK1 の ATP 結合領域に 2 種類のミスセンス変異を同定し

た(Figure 3A)。変異 PLK1 を導入した U937 細胞では、野生型 PLK1 導入細胞と比較し

て VOL に対する有意な感受性の低下を示した(Figure 3B)。PLK1 変異陽性耐性細胞株

では VOL 同様に ATP 競合性 PLK 阻害剤である BI2536 に対しても耐性を示したが、

一方で非 ATP 競合性 PLK 阻害剤である rigosertib と poloxin には耐性を示さなかった

(Figure 3C)。 
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MDR1 による volasertib 耐性化 

 PLK1 変異陰性 VOL 耐性株(R-K562, R-HEL)で MDR1 の発現がみられた(Figure 4A)。

R-K562 を用いた薬剤排出試験により VOL は MDR1 の基質であることが示された

(Figure 4B)。次いで、MDR1 阻害剤である zosuquidar の併用により、MDR1 発現耐性

細胞の VOL 感受性が回復することを確認した(Figure 4C)。また、VOL 感受性が比較

的乏しい細胞株 HAL01, KG1a において MDR1 の発現を確認し、その感受性が

zosuquidar により回復することを確認した(Figure 4D, 4E)。さらに VOL 感受性が低い

AML 患者細胞 1 例で MDR1 の発現を確認した(Figure 5C)。 

Volasertib と azacitidine の併用効果 

 AML 細胞株および同患者細胞を用いて VOL と高リスク MDS および高齢者 AML で

用いられる AZA の併用効果を検討した。多くの細胞株や患者細胞で相乗効果または

相加効果がみられたが、一部有効性が乏しい細胞株および患者細胞も存在した(Figure 

5A, 5B)。 

細胞周期による volasertib 感受性の違い 

VOL と併用効果の高い薬剤を同定するために、その感受性を細胞周期の観点から検

討した。チミジンを用いて G1 期に同調した細胞と比較して、G2/M 期に同調した細胞

では VOL 投与による G2/M arrest が増加し、より多くの細胞死が誘導された(Figure 6A, 

6B)。そのため微小管に作用して G2/M arrest を引き起こす薬剤である nocodazole およ

び paclitaxel と VOL の併用効果を細胞株および患者細胞で検討し、いずれの薬剤でも

相乗または相加効果が示された(Figure 6C, 6D, 6E)。 

Volasertib と PI3K/AKT 阻害剤の併用効果 

VOL 抵抗性における細胞増殖に関わるシグナル経路の関与を明らかにするために、

細胞株を用いて VOL 投与後の AKT および MAPK のリン酸化を検討し、いくつかの細

胞株において AKT のリン酸化亢進を同定した(Figure 7A)。これらの細胞株を用いて

VOL と PI3K 阻害剤 LY294002 の併用効果を検討し、併用群において AKT リン酸化の

減少、および両薬剤が AML 細胞株及び同患者細胞において相乗効果を示すことを明

らかにした(Figure 7B, 7C, 7D)。 

 

【考察】 

 VOL の感受性と PLK1 リン酸化には相関がみられず、PLK1 のリン酸化は VOL の有

効性を予測する因子とはなり得なかった。一方で VOL は PLK1 のリン酸化能を阻害す

ることから、PLK1 の基質である Wee1 の発現が VOL の有効性を予測する因子となり

うる可能性がある。 

 PLK1 の ATP 結合領域の変異は、VOL と類似した化合物である BI2536 による研究

結果から、VOL の ATP 結合領域への結合性と選択性に影響を与えるアミノ酸に生じ

た変異であることが想定される。実際これらの変異陽性 VOL 耐性細胞は非 ATP 競合

性 PLK 阻害剤に対して感受性を維持していることから、同変異が VOL の ATP 結合領

域への結合性を低下させることにより耐性化をもたらすと考えられる。MDR1 による
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VOL 耐性化は MDR1 阻害剤や VOL 同様に MDR1 の基質となる薬剤との併用により克

服できる可能性が示唆された。 

VOL と AZA の併用効果は細胞により異なり、その有効性を予測する因子の同定が

必要である。また、G2/M 期の細胞が VOL に高い感受性を示すこと、及び VOL 投与

後に PI3K/AKT 経路の活性化がみられることから、G2/M 期での停止をもたらすよう

な薬剤及び PI3K/AKT 阻害剤と VOL の併用は高い有効性が期待できる。 

 

【結論】 

 VOL の耐性化機序として PLK1 の ATP 結合領域の変異、MDR1 の高発現を同定し

た。これらの耐性化はそれぞれ非 ATP 競合性 PLK 阻害剤、MDR1 阻害剤により克服

可能である。VOL との併用効果の高い薬剤として G2/M 期停止を誘導する薬剤や

PI3K/AKT阻害剤が挙げられ、今後 in vivoモデルを含めたさらなる検討が必要である。 
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