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会長挨拶

第 41回日本骨髄腫学会学術集会　会長
徳島大学大学院医歯薬学研究部　血液・内分泌代謝内科学

安倍　正博

ご挨拶

　第 41回日本骨髄腫学会学術集会を主催させて頂くことを大変光栄に思います。

　本学会の前身の日本骨髄腫研究会の頃からの本会の歴史の重みを感じつつ、本邦での骨髄腫

の治療の向上を目標に本会のさらなる発展に向け全力を尽くすつもりです。

　近年のゲノム解析などの進歩により骨髄腫の新たな分子病態の解明が急速に進み、将来の個

別化治療に繋がるような発見が相次いでいます。そして、新規薬が次々と臨床応用され、新た

な作用機序の新薬の候補が多数開発されつつあります。とりわけこれまでの治療の弱点であっ

た腫瘍免疫の賦活に繋がる免疫療法に期待が大きく膨らみ、骨髄腫の治療パラダイムが大きく

変わろうとしています。このような骨髄腫の分子病態の解明と治療の進歩を背景に、本学会の

テーマは、「骨髄腫研究の深化とさらなる治療の展開に向けて」とさせて頂きました。本学会で

このような骨髄腫の病態解明と治療の進歩に関する情報を共有できれば幸いです。そして、本

学会が各施設の特徴を生かした施設間の連携や基礎研究と臨床研究の融合をすすめる場、そし

て次世代を担う若手の先生が活躍できる場となるよう、本学会の開催に臨む所存です。

　しかしながら、臨床の現場では患者様のQoL を重視した全人的な細やかな治療が望まれてい

ると思います。そのために、臨床の先生方が診療現場で役立つ実践的な教育セミナーや、前回

の学会でも行われたような血液内科以外の領域の専門家からの多面的な病態の評価や治療に関

するご講演を企画したいと思います。また、社会に開かれた学会として活動するためにも、骨

髄腫患者の会と連携し患者様に役立つ学術集会にしたいと考えています。

　徳島は四国八十八ヶ所巡りの開始地点の一番札所があり、“ おもてなし ” の風習が残っており

ます。徳島へは交通の便が悪いとは思いますが、参加者の皆様に思い出に残る学術集会なるよ

う “おもてなし ” の精神でお待ちしておりますので、皆様にはぜひ多くの若手医師、研修医とと

もにご参加頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
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会場案内図
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参加者へのご案内

Ⅰ．参加受付
あわぎんホール 1階ホワイエに参加受付を設けます。参加費をお支払いのうえ、参加証（領収書兼）を受け取り、
氏名・所属をご記入してご着用ください。
　　※参加証を着用されていない方の講演会場等への入場はできません。
　　　受付時間
　　　　5月28日（土）8：00～ 17：00
　　　　5月29日（日）8：00～ 15：30
　　　参加費（2日間有効）
　　　　医師　　　　　　　10,000 円
　　　　コメディカル　　　  5,000 円
　　　　企業　　　　　　　10,000 円
　　　　患者　　　　　　　  2,000 円
　　　抄録集販売
　　　　参加受付にて 1冊 1,000 円にて抄録集を販売いたします。
　　　懇親会
　　　　  5 月 28 日（土）19：00よりあわぎんホール 4階大会議室にて懇親会を開催いたします。
　　　　懇親会費は無料でございます。

Ⅱ．事務局受付
あわぎんホール 1階大ホール前に事務局受付を設けます。
　学会年会費
　　代議員　5,000 円／一般会員　3,000 円
本年度会費未納の方は「事務局受付」にてお支払いください。
新入会員の入会も受け付けます。

Ⅲ．骨髄腫セミナー 2016（主催：日本骨髄腫患者の会）
平成 28年 5月 29日（日）13：00～ 17：00
あわぎんホール4階　大会議室
参加費は無料です。
事前参加登録は不要でございます。当日会場へお越しください。



発表者へのご案内

Ⅰ．発表データ受付
ご発表の 30分前までにあわぎんホール 1階ホワイエの PC受付にお越しいただき、データの確認、試写を行っ
てください。
受付時間：
　5月27日（土）：8：00～ 17：15
　5月28日（日）：8：00～ 14：00
【発表機材】

Windows Macintosh
PC 本体の持込 〇 〇
メディアの持込
（USB メモリー・CD-R） 〇 ×

アプリケーション PowerPoint 2003，2007，
2010，2013 ―

動画ソフト Windows Media Player ―

※Macintosh でプレゼンテーションデータを作成された場合はご自身のパソコンをご持参ください。
※本学会は、PC プレゼンテーションのみの発表といたします。
※動画ファイルがある場合は、パソコン本体のお持込みをお奨めいたします。

【データのみ持ち込まれる方へ】
１．当日は発表予定時間の30分前までに「PC受付」にて試写用パソコンで発表データの確認を行ってください。
　　（データのお持込みは、発表日以外でも受付けます。）
２．お持込みいただけるメディアは以下の通りです。
　　・USB フラッシュメモリー
　　・CD-R
　　　※ CD-R の書き込みはハイブリッドフォーマットをお使いください。パケットライトなど特殊な機能は

読み込み時の不具合の原因になりますのでご使用にならないでください。
　　　※メディアは、ウイルス定義データを最新のものに更新された状態のセキュリティーソフトで、メディ

アにウイルスが感染していないことをご確認いただいた上でお持込みください。
３．OSとアプリケーションは以下のものをご用意します。
　　・OS：Windows7
　　・アプリケーション：Windows 版 PowerPoint2003、2007、2010、2013
４．フォントはOS（Windows 7）に標準のもののみ、ご用意いたします。
５．発表に使用する PC は全て XGA（1024 × 768）に統一してありますので、ご使用の PCの解像度を XGA

に合わせてからレイアウトをご確認ください。
６．動画や音声をご使用になる場合は、データ登録の際に必ずお知らせください。
７．ファイル名は「演題番号 _演者名 .ppt」もしくは「演題番号 _演者名 .pptx」としてください。（例：O-1_

骨髄腫太郎 .ppt）
　　※「.ppt」、「.pptx」は拡張子（英数半角）です。
８．動画などの参照ファイルがある場合は、全てのデータを同じフォルダに入れてください。
　　※動画ファイルの注意点
　　　Windows の場合Windows7（OS）及びWindowsMediaPlayer11 の初期状態に含まれるコーデックで再

生できる動画ファイルをお持ちください。（動画ファイルはWMV形式を推奨します。）
９．発表データ作成後、作成したパソコン以外のパソコンで正常に動作するかチェックしてください。
10．発表会場ではデータの修正はできませんので、予めご了承ください。
11．試写が終了しましたらデータはご発表会場まで転送されます。



発表者へのご案内

12．  発表時には、ご発表データの 1 枚目をスライドショー状態でスクリーンに映写しますので、演台上のマ
ウスで、ご自身でデータの送りの操作を行ってください。

13．  ご発表データは、「PC受付」のサーバと会場のパソコンにご発表データを一時保存いたしますが、これら
のデータは本学会終了後、責任を持って廃棄します。

【ノートパソコンを持ち込まれる方へ】
１．発表予定時間の 30分前までに「PC受付」へお越しください。
２．「PC受付」の試写用モニターにてケーブルの接続を確認してください。
３．「PC受付」ではD-Sub15 ピン（ミニ）のケーブルをご用意いたします。
４．  一部のノートパソコンでは本体附属（別売り）のコネクターが必要な場合がありますので、必ずお持ちく

ださい。

　　D-sub15 ピン（ミニ）　　　　　　 付属外部出力　　　　　　　ケーブル　例

５．ノートパソコンのOSは、以下の物を推奨いたします。
　　Windows：Windows2000 以降
　　Macintosh：MacOSX10.1.2 以降
６．ノートパソコンから外部モニターに正しく出力されるか確認してください。
７．個々のパソコンやOSにより設定方法が異なりますので、事前にご確認ください。
８．  デスクトップ上の分かりやすい場所に発表データのショートカット（エイリアスを「演題番号 _演者名」

として作成してください。（例：O-1_ 骨髄腫太郎）
９．  画面の解像度は XGA（1024 × 768）推奨です。このサイズより大きいまたは小さい場合、画質の劣化に

つながります。
10．動画や音声をご使用になる場合は、発表データ確認の際に必ずお知らせください。
11．予め、スクリーンセーバー、省電力設定を解除してください。
12．起動時にパスワード等を設定している場合は、必ず解除しておいてください。
13．  会場にて電源をご用意しておりますので、ACアダプターを必ずお持ちください。ご発表予定時間の 30

分前位（講演中でもかまいません）に会場内左手前方演台付近の PC デスクまでお越しのうえ、スタッフに、
PCをお渡しください。スタッフが、ケーブルを接続し、外部出力の確認を行います。

14．ご発表時には、演台にセットされている TFT モニター、マウスをご使用ください。
15．念のため、バックアップデータを必ずお持ちください。
16．発表会場ではデータの修正はできませんので、予めご了承ください。
17．  先に PCを預けた会場内左手前方演台付近の PCデスクで、パソコンをご返却いたします。講演終了後 PC

デスクのスペースの問題がありますので、出来るだけ速やかに PCのお引取りをお願いします。



発表者へのご案内

Ⅱ．発表について
ご自身の発表の 10分前にはスクリーンに向かって左前方の次演者席にお越しください。
発表時間は以下の通りです。セッションの進行は、座長の指示に従い、時間厳守でお願いします。

セッション 発表時間 討論時間

教育講演・シンポジウム・
ワークショップ

セッションごとに設定

一般演題 7分 3分

Ⅲ．利益相反の開示について
発表スライドの最初または、演題・発表者などを紹介するスライドの次に利益相反（COI）状態を開示してく
ださい。　



ポスター発表のご案内

Ⅰ．発表形式
・  本学術集会のポスター発表は質疑応答（フリーディスカッション）形式です。セッション後半の 30分はポ
スターツアーとし、各カテゴリー担当のナビゲーターが演者に対して質問やコメントを行います。
・ポスター１は奇数演題、ポスター２は偶数演題です。

Ⅱ．発表・貼付・撤去時間
日 発表・討論 貼付 撤去

5 月 28 日 ( 土 ) 掲示のみ 8:00 ～ 15:00 －

5月 29日 ( 日 ) ポスター発表 1（奇数演題）（14:10 ～ 15:00）
ポスター発表 2（偶数演題）（15:00 ～ 15:50） － 16:00 ～ 17:00

Ⅲ．ポスター作成方法
・ポスター掲示面の大きさは幅 90cm、高さ 210cmです。（図面参照）
・  パネルの左肩に演題番号が表示されます。（演題番号は、学会事務局
にて用意します）
・  発表者は、指定のパネル上部の演題番号を除くスペースに演題名、
所属、演者、氏名とすべての共同演者氏名を提示してください。
・本文はその下のスペースに掲示してください。
・画鋲はポスター会場に用意します。

Ⅳ．注意事項
・  ご自身の演題番号が掲示されているパネルへ所定の時間までに提示
を終了してください。
・  セッション中（50分間）は、ポスター前にて待機し、参加者の質問
を受けてください。
・発表者にはリボンを用意いたしますので、必ずご着用ください。
・  撤去時間を過ぎてもお引き取りのないポスターは、学会事務局で撤
去し、プログラム終了時に廃棄いたしますのでご了承ください。

Ⅴ．ナビゲーターの先生方へ
・  ポスター発表１、２の各セッションの後半 30分に、各担当の演題を回りポスター発表者に質問やコメント
をお願いします。
・ナビゲーターには、リボンをご用意いたします。

貼付スペース

演題タイトル・所属・氏名

70cm20cm

20cm 演題
番号

20cm20cm

30cm

170cm

利益相反
（COI）

【掲示ポスターサンプル】 



会議の開催のご案内

＜理事会＞
平成 28 年 5 月 27 日（金）15：00 ～ 16：30
ホテルクレメント徳島　3階　清風・薫風

＜代議員会＞
平成 28 年 5 月 27 日（金）16：30 ～ 18：00
ホテルクレメント徳島　4階　クレメントホール西
※ 終了後、代議員懇親会をホテルクレメント徳島　4階　『クレメントホール中』で
開催いたします。（参加費 3,000 円）

＜懇親会＞
平成 28 年 5 月 28 日（土）19：00 ～ 21：00
あわぎんホール　4階　大会議室（第 2会場）

【ホテルクレメント徳島アクセスマップ】
〒 770-0831　徳島市寺島本町西 1-61
TEL 088-656-3111
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日程表（１日目）

第41回日本骨髄腫学会学術集会
5月 28日（土）

会館名 あわぎんホール
階　数 1F 3F 4F
会場名 第 1 会場 ポスター会場 第 2 会場

部屋名 大ホール 展示室 2-4 大会議室
8：25－8：30　開会の辞

8：30－8：55
教育講演1

8：30－18：50
ポスター掲示

9：00
8：55－10：10

シンポジウム1
病因・基礎、病態解析

座長：飯田　真介、木崎　昌弘
演者：半田　寛、梅津　知宏、

末永　孝生10：00

10：15－11：30
シンポジウム2

検査・診断、症候学
座長：服部　豊、島崎　千尋

演者：岡本　修一、小杉　浩史、
髙松　泰

11：00

11：40－12：10
一般演題112：00

12：30－13：15
ランチョンセミナー 1

共催：藤本製薬株式会社

12：30－13：15
ランチョンセミナー 2

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社13：00

13：25－13：55
総会

14：00

14：05－14：50
アフタヌーンセミナー 1

共催：ノバルティス ファーマ株式会社

14：05－14：50
アフタヌーンセミナー 2

共催：小野薬品工業株式会社

15：00
15：00－15：25
教育講演2

15：35－16：25
ワークショップ1

16：00

16：25－17：05
一般演題2

17：00

17：15－18：30
シンポジウム3

他科との診療連携
座長：畑　裕之、麻奥　英毅

演者：戸川　大輔、今井　裕一、
近藤　剛史

18：00

19：00
19：00－21：00

懇親会

骨髄腫治療の
エビデンスレビュー

座長：張　高明
演者：石田　禎夫

病態、診断、症候学
座長：尾崎　修治

多発性骨髄腫における NK 細胞機能
多発性骨髄腫に対するがん免疫アプローチ
座長：西川　博嘉、萩原　將太郎
演者：萩原　將太郎、西川　博嘉

発症と進展の分子病態
座長：村上　博和
演者：古川　雄祐

多発性骨髄腫の治療標的としての HDAC
HDAC 阻害薬の臨床的有用性

座長：髙松　泰
演者：古川　雄祐、島崎　千尋

New Drugs and New Targets 
in Multiple Myeloma (MM)

座長：清水　一之
演者：Andrew Spencer

臨床試験・臨床研究
ネットワーク

座長：鈴木　憲史、柴山　浩彦、
小杉　浩史

演者：尾崎　修治、柴山　浩彦、
小杉　浩史

治療関連、臨床研究
座長：角南　一貴

ハイリスク多発性骨髄腫患者
に対する治療の最近の進歩

座長：村上　博和
演者：石田　禎夫



日程表（２日目）

第41回日本骨髄腫学会学術集会
5月 29日（日）

会館名 あわぎんホール
階　数 1F 3F 4F
会場名 第 1 会場 ポスター会場 第２会場

部屋名 大ホール 展示室 2-4 大会議室

8：30 － 9：15
モーニングセミナー

共催：セルジーン株式会社

8：30－14：00
ポスター掲示

9：00

9：25－9：50
教育講演3

10：00 9：50－11：05
若手シンポジウム

新規診断・治療法の開発
座長：田村　秀人、黒田　純也

演者：李　政樹、三村　尚也、寺町　順平、
知念　良顕、石橋　真理子11：00

11：10－11：40
一般演題3

12：00
12：00 － 12：45

ランチョンセミナー 3
共催：ヤンセンファーマ株式会社 /

武田薬品工業株式会社

13：00 12：55 － 14：05
ワークショップ 2
診療に役立つ情報

座長：坂井　晃、中世古　知昭
演者：三輪　哲義、藤澤　学、宮崎　寛至、

畑　裕之、中世古　知昭

13：00－17：00
骨髄腫セミナー 2016

14：00

14：10－15：00
ポスター発表1（奇数演題）

15：00

15：00－15：50
ポスター発表2（偶数演題）

16：00 15：50－15：55　閉会の辞

17：00

18：00

19：00

新規治療薬開発の展望
座長：三輪　哲義
演者：秀島　輝

治療に関する基礎研究
座長：奥野　豊

骨髄ニッチにおける骨髄腫細胞
の増殖と生存のメカニズム

座長：安倍　正博
演者：秀島　輝

New standards of care for NDMM
〜 Patients not eligible for transplant 〜

座長：谷脇　雅史
演者：Saad Z. Usmani



日程表

骨髄腫セミナー2016（あわぎんホール4階　大会議室）
【5月29日（日）】

時　刻 時　間 内　　　　容

11:30 正会員総会

13:00 骨髄腫セミナー 2016 開会

13:00 － 13:10 10 分間 開会の挨拶

13:10 － 14:10 60 分間 基礎講演「骨髄腫基本の “き ”」

14:10 － 14:40 30 分間 研究助成授与式と記念講演

14:40 － 14:50 10 分間 休憩

14:50 － 15:20 30 分間 特別講演「Let's speak Up ！」

15:20 － 15:30 10 分間 休憩

15:30 － 16:40 70 分間 座談会「骨髄腫治療選択の “コツ ”」

16:40 － 16:50 10 分間 おひらきのご挨拶

16:50 － 17:10 20 分間 阿波踊りでフィナーレ

17:10 閉会

※プログラムは予定であり、変更になる可能性がございます。



プログラム



プログラム

開会の辞
5月28日㈯　8：25― 8：30　第1会場

安倍　正博
第 41 回日本骨髄腫学会学術集会　会長 /徳島大学大学院医歯薬学研究部　血液・内分泌代謝内科学

総会
5月28日㈯　13：25― 13：55　第1会場

閉会の辞
5月29日㈰　15：50― 15：55　ポスター会場

安倍　正博
第 41 回日本骨髄腫学会学術集会　会長 /徳島大学大学院医歯薬学研究部　血液・内分泌代謝内科学

教育講演1　5月28日㈯　8：30― 8：55　第1会場
骨髄腫治療のエビデンスレビュー
Evidencereviewofmultiplemyelomatreatment
座長：張　高明（TakaakiChou）（新潟県立がんセンター新潟病院）

	 EL-1	 骨髄腫治療のエビデンスレビュー
Evidencereviewofmultiplemyelomatreatment

石田　禎夫
TadaoIshida
日本赤十字社医療センター　血液内科
DepartmentofHematology,JapaneseRedCrossMedicalCenter

教育講演2　5月28日㈯　15：00― 15：25　第1会場
発症と進展の分子病態
Molecularbiologyofmyelomadevelopmentandprogression
座長：村上　博和（HirokazuMurakami）（群馬大学大学院保健学研究科保健学専攻　生体情報検査科学講座）

	 EL-2	 多発性骨髄腫の発症と進展の分子病態
MolecularMechanismsUnderlyingInitiationandProgressionofMultipleMyeloma

古川　雄祐
YusukeFurukawa
自治医科大学　分子病態治療研究センター　幹細胞制御研究部
DivisionofStemCellRegulation,CenterforMolecularMedicine,JichiMedicalUniversity



プログラム

教育講演3　5月29日㈰　9：25― 9：50　第1会場
新規治療薬開発の展望
Futuredrugdevelopment
座長：三輪　哲義（AkiyoshiMiwa）（国立国際医療研究センター　血液内科）

	 EL-3	 新規治療薬開発の展望
Intheageofnoveltherapiesinmultiplemyeloma

秀島　輝
TeruHideshima
ハーバード大学医学部　ダナ・ファーバー癌研究所JeromeLipperMyelomaCenter
Dana-FarberCancerInstituteandHarvardMedicalSchool



プログラム

シンポジウム1　5月28日㈯　8：55― 10：10　第1会場
病因・基礎、病態解析
Pathogenesisandbiology
座長：飯田　真介（ShinsukeIida）（名古屋市立大学大学院医学研究科　血液・腫瘍内科学分野）

木崎　昌弘（MasahiroKizaki）（埼玉医科大学総合医療センター　血液内科）

	 SY1-1	 多発性骨髄腫におけるエピゲノム異常
Epigenomeabnormalityinmultiplemyeloma

半田　寛
HiroshiHanda
群馬大学医学部附属病院　血液内科
DivisionofHematology,CenterofInternalMedicine,GunmaUniversityHospital

	 SY1-2	 多発性骨髄腫における骨髄内微小環境でのエクソソームの役割
Exosomespromotebonemarrowangiogenesisinmultiplemyeloma

梅津　知宏 1、大屋敷　一馬 1、大屋敷　純子 2

TomohiroUmezu1,KazumaOhyashiki1,JunkoOhyashiki2
1東京医科大学　血液内科学分野、 2 東京医科大学　医学総合研究所　分子腫瘍研究部門
1DepartmentofHematology,TokyoMedicalUniversity,2 InstituteofMedicalScience,TokyoMedicalUniversity

	 SY1-3	 骨髄腫における微小残存病変（MRD）測定の臨床的な意義
ClinicalsignificanceofMRDmeasurementinpatientswithmultiplemyeloma

末永　孝生
KoseiMatsue
亀田総合病院　血液・腫瘍内科
DivisionofHematology/Oncology.KamedaGeneralHospital



プログラム

シンポジウム2 5月28日㈯ 10：15― 11：30 第1会場
検査・診断、症候学
Diagnosticworkupanddiseasemonitoring
座長：服部　豊（Yutaka Hattori）（慶應義塾大学薬学部　病態生理学講座）

島崎　千尋（Chihiro Shimazaki）（独立行政法人地域医療機能推進機構　京都鞍馬口医療センター　血液内科）

SY2-1	 IMWGからの提言
Message from IMWG

岡本　修一 、名倉　英一 
Shuichi Okamoto , Eiichi Nagura 
 中東遠総合医療センター　血液内科
 Chutoen General Medical Center, Department of Hematology

SY2-2	 画像診断の進歩
Siginificance of imaging modality for multiple myeloma

小杉　浩史 
Hiroshi Kosugi 
 大垣市民病院　血液内科
 Department of Hematology, Ogaki Municipal Hospital

SY2-3	 くすぶり型骨髄腫
Smoldering multiple myeloma

髙松　泰 
Yasushi Takamatsu 
 福岡大学医学部　腫瘍・血液・感染症内科
 Division of Medical Oncology, Hematology and Infectious Diseases, Department of Medicine, Fukuoka University



プログラム

シンポジウム3　5月28日㈯　17：15― 18：30　第1会場
他科との診療連携
Multidisciplinarycare
座長：畑　裕之（HiroyukiHata）（熊本大学生命科学研究部　生体情報解析学）

麻奥　英毅（HidekiAsaoku）（広島赤十字・原爆病院　検査部）

	 SY3-1	 多発性骨髄腫に対する経皮的椎体形成術
PercutaneousVertebralAugmentation(BalloonKyphoplasty)forMultipleMyeloma

戸川　大輔
DaisukeTogawa
浜松医科大学附属病院　整形外科
DepartmentofOrthopaedicSurgery

	 SY3-2	 Monoclonal	Gammopathy	of	Renal	Significance:	MGRS
MonoclonalGammopathyofRenalSignificance:MGRS

今井　裕一
HirokazuImai
愛知医科大学　腎臓・リウマチ膠原病内科
AichiMedicalUniversitySchoolofMedicine,DivisionofNephrologyandRheumatology

	 SY3-3	 多発性骨髄腫と骨・内分泌代謝異常
Bonemetabolism/endocrinedisordersinmyeloma

近藤　剛史、遠藤　逸朗
TakeshiKondo,ItsuroEndo
徳島大学大学院医歯薬学研究部　血液・内分泌代謝内科学分野
DepartmentofHematology,Endocrinology&MetabolismInstituteofBiomedicalSciences,TokushimaUniversity
GraduateSchool,Tokushima



プログラム

若手シンポジウム　5月29日㈰　9：50― 11：05　第1会場
新規診断・治療法の開発
Newapproachesfordiagnosisandtreatment
座長：田村　秀人（HidetoTamura）（日本医科大学附属病院　血液内科）

黒田　純也（JunyaKuroda）（京都府立医科大学　血液腫瘍内科学）

	 YSY-1	 多発性骨髄腫細胞における小胞体ストレスとその標的治療
Endoplasmicreticulumstressanditstargetedtherapyofmultiplemyeloma

李　政樹
MasakiRi
名古屋市立大学大学院医学研究科　血液・腫瘍内科学
DepartmentofHematology&Oncology,NagoyaCityUniversityGraduateSchoolofMedicalSciences

	 YSY-2	 多発性骨髄腫に対する新規エピジェネティック治療
Novelepigenetictherapiesinmultiplemyeloma

三村　尚也
NaoyaMimra
千葉大学医学部附属病院　輸血・細胞療法部
DepartmentofTransfusionMedicineandCellTherapy,ChibaUniversityHospital

	 YSY-3	 多発性骨髄腫における PDPK1-RSK2 シグナル伝達経路の重要性および活性化機構の解明
TheroleofaberrantPDPK1-RSK2signalingpathwayactivationinmultiplemyeloma

知念　良顕
YoshiakiChinen
京都府立医科大学大学院医学研究科　血液・腫瘍内科
DivisionofHematologyandOncology,DepartmentofMedicine,KyotoPrefecturalUniversityofMedicine

	 YSY-4	 TAK-1 阻害による骨髄腫腫瘍進展の抑制と骨病変の再生効果
MyelomatumorreductionandbonerestorationbyTAK-1inhibition

寺町　順平 1,2

JumpeiTeramachi1,2
1徳島大学大学院医歯薬学研究部　血液・内分泌代謝内科学、 2 徳島大学大学院医歯薬学研究部　口腔組織学分野
1DepartmentofHematology,EndocrinologyandMetabolism,TokushimaUniversity,2 DepartmentofHistologyand
Oralhistology,TokushimaUniversityGraduateSchool

	 YSY-5	 免疫チェックポイント分子 B7-H1(PD-L1) を介した多発性骨髄腫の病態進行
DiseaseprogressionmediatedviatheimmunecheckpointmoleculeB7-H1(PD-L1)in
multiplemyeloma

石橋　真理子、田村　秀人、砂川　実香、猪口　孝一
MarikoIshibashi,HidetoTamura,MikaSunakawa,KoitiInokuchi
日本医科大学　血液内科
DivisionofHematology,DepartmentofMedicine,NipponMedicalSchool



プログラム

ワークショップ1　5月28日㈯　15：35― 16：25　第1会場
臨床試験・研究ネットワーク
Reseachnetworkandmulticentertrials
座長：鈴木　憲史（KenshiSuzuki）（日本赤十字社医療センター）

柴山　浩彦（HirohikoShibayama）（大阪大学大学院医学系研究科　血液・腫瘍内科）
小杉　浩史（HiroshiKosugi）（大垣市民病院　血液内科）

	 W1-1	 日本骨髄腫学会における多施設共同後方視的調査研究
AmulticenterretrospectivecollaborativestudyoftheJapaneseSocietyofMyeloma

尾崎　修治 1、齋藤　貴之 2、半田　寛 3、名倉　英一 4、清水　一之 5、村上　博和 2

ShujiOzaki1,TakayukiSaitoh2,HiroshiHanda3,EiichiNagura4,KazuyukiShimizu5,HirokazuMurakami2

1 徳島県立中央病院　血液内科、2群馬大学大学院保健学研究科　生体情報検査科学、3群馬大学　血液内科、4中東
遠総合医療センター　血液内科、5国立病院機構東名古屋病院　血液内科
1DepartmentofHematology,TokushimaPrefecturalCentralHospital,2DepartmentofLaboratorySciences,Graduate
SchoolofHealthSciences,GunmaUniversity,3DepartmentofHematology,GunmaUniversity,4Departmentof
Hematology,ChutoenGeneralMedicalCenter,5DepartmentofHematology,NationalEastNagoyaHospital

	 W1-2	 骨髄腫関連疾患症例登録研究：関西骨髄腫フォーラムと日本血液学会
Multiplemyelomarelateddiseasesregistrystudies-KMFandJSH-

柴山　浩彦
HirohikoShibayama
大阪大学大学院医学系研究科　血液・腫瘍内科
DepartmentofHematologyandOncology,OsakaUniversityGraduateSchoolofMedicine

	 W1-3	 JMNおよび IMF/AMN/JMNによる国内・国際多施設共同研究
ClinicaltrialsconductedbyJMNandIMF/AMN/JMN

小杉　浩史
HiroshiKosugi
大垣市民病院　血液内科
DepartmentofHematology,OgakiMunicipalHospital



プログラム

ワークショップ2　5月29日㈰　12：55― 14：05　第1会場
診療に役立つ情報
Tipsandflawsinclinics
座長：坂井　晃（AkiraSakai）（福島県立医科大学医学部　放射線生命科学講座）

中世古　知昭（ChiakiNakaseko）（千葉大学医学部附属病院　血液内科）

	 W2-1	 蛋白分子異常症を呈するM蛋白血症
Proteinopathyinplasmacelldyscrasia-cryoglobulinemia,crystalglobulinemiaand
otherdisorders-

三輪　哲義
AkiyoshiMiwa
国立国際医療研究センター　血液内科
DepartmentofHematology,NatiionalCenterforGlobalHealthandMedicine

	 W2-2	 骨髄腫におけるオリゴクローナルバンドの出現の臨床的意義の検討
Clinicalsignificanceofoligoclonalbandsinpatientswithmultiplemyeloma

藤澤　学、末原　泰人、福本　浩太、成田　健太郎、碓井　喜明、竹内　正美、末永　孝生
ManabuFujisawa,YasuhitoSuehara,KotaFukumoto,KentaroNarita,YoshiakiUsui,MasamiTakeuchi,KoseiMatsue
亀田総合病院　血液・腫瘍内科
DivisionofHematology/Oncology,DepartmentofMedicine,KamedaMedicalCenter

	 W2-3	 腹壁脂肪吸引の手技・有用性
AbdominalsubcutaneousfatpadaspirationforthediagnosisofALamyloidosis

宮崎　寛至
KanjiMiyazaki
日本赤十字社医療センター　血液内科
DepartmentofHematology,JapaneseRedCrossMedicalCenter

	 W2-4	 AL アミロイドーシスの診断
DiagnosticapproachforALamyloidosis

畑　裕之
HiroyukiHata
熊本大学生命科学研究部　生体情報解析学
DivisionofInformativeClinicalSciences,FacultyofMedicalSciences,KumamotoUniversity

	 W2-5	 Castleman 病と TAFRO症候群
CastlemandiseaseandTAFROsyndrome

中世古　知昭
ChiakiNakaseko
千葉大学医学部附属病院　血液内科
DepartmentofHematology



プログラム

一般演題1　病態、診断、症候学
Pahtogenesisanddiseasemonitoring
5月28日㈯　11：40― 12：10　第1会場

座長：尾崎　修治（ShujiOzaki）（徳島県立中央病院　血液内科）

	 O-1	 自家移植施行多発性骨髄腫 (MM)におけるASO-PCR,	ddPCR,	NGSによるMRD検出の比較
AcomparisonofMRDdetectionamongASO-PCR,dd-PCRandNGSinptswithMMwho
underwentASCT

高松　博幸 1、ウイ　レイチェル 1、村田　了一 2、ゼン　ジアンビアオ 3、ムアーヘッド　マーチン 3、竹迫　直樹 4、
伊藤　薫樹 5、宮本　敏浩 6、横山　健次 7、末永　孝生 8、佐藤　勉 9、黒川　敏郎 10、八木　秀男 11、寺﨑　靖 12、
大畑　欣也 1、吉田　喬 13、ファーハム　マレック 3、中尾　眞二 1

HiroyukiTakamatsu1,RachelWee1,RyoichiMurata2,JianbiaoZheng3,MartinMoorhead3,NaokiTakezako4,
ShigekiIto5,ToshihiroMiyamoto6,KenjiYokoyama7,KoseiMatsue8,TsutomuSato9,ToshiroKurokawa10,
HideoYagi11,YasushiTerasaki12,KinyaOhata1,TakashiYoshida13,MalekFaham3,ShinjiNakao1
1金沢大学病院血液内科、2 恵寿金沢病院内科、3 アダプティブ　バイオテクノロジーズ、4 災害医療センター血液内科、
5岩手医科大学腫瘍内科学科、 6 九州大学病院血液・腫瘍内科、 7 東海大学医学部付属八王子病院血液・腫瘍内科、
8亀田メディカルセンター血液・腫瘍内科、 9 札幌医科大学病院腫瘍・血液内科、 10 富山赤十字病院血液内科、 11 近畿
大学医学部奈良病院血液内科、12 富山市立富山市民病院血液内科、 13 静岡市立清水病院血液内科
1DepartmentofHematology,KanazawaUniversity,2 DivisionofInternalMedicine,KeijuKanazawaHospital,
3AdaptiveBiotechnologiesCorp,4 DepartmentofHematology,NationalHospitalOrganizationDisasterMedical
CenterofJapan,5 DepartmentofMedicalOncology,IwateMedicalUniversitySchoolofMedicine,6 Departmentof
Hematology/Oncology,KyushuUniversityHospital,7 DepartmentofHematology/Oncology,TokaiUniversityHachioji
Hospital,8 DepartmentofHematology/Oncology,KamedaMedicalCenter,9 DepartmentofMedicalOncologyand
Hematology,SapporoMedicalUniversitySchoolofMedicine,10 DepartmentofHematology,ToyamaRedCross
Hospital,11 DepartmentofHematology,KinkiUniversitySchoolofMedicineNaraHospital,12 DivisionofInternal
Medicine,ToyamaCityHospital,13 DepartmentofHematology,ShizuokaCityShimizuHospital

	 O-2	 IL-10RB 遺伝子多型はサリドマイド /ボルテゾミブ治療患者の予後に影響する
IL-10RBK47Eaffectstheprognosisofmultiplemyelomapatientstreatedwith
thalidomide/bortezomib

笠松　哲光 1、井野　瑠美 1、北村　裕也 1、本間　和貴 1、長嶋　友海 1、後藤　七海 1、高橋　範之 1、松本　守生 2、
澤村　守夫 2、半田　寛 3、齋藤　貴之 1、村上　博和 1

TetsuhiroKasamatsu1,RumiIno1,YuyaKitamura1,KazukiHonma1,TomomiNagashima1,NanamiGotoh1,
NoriyukiTakahashi1,MorioMatsumoto2,MorioSawamura2,HiroshiHanda3,TakayukiSaitoh1,HirokazuMurakami1
1群馬大学大学院　保健学研究科、 2 国立病院機構　西群馬病院、 3 群馬大学　生体統御内科
1DepartmentofLaboratorySciences,GunmaUniversityGraduateSchoolofHealthSciences,2 NationalHospital
Organization,NishigunmaNationalHospital,3 DepartmentofMedicineandClinicalScience,GunmaUniversity
GraduateSchoolofMedicine



プログラム

	 O-3	 多発性骨髄腫におけるmiR-375 のエピジェネティック異常による PDPK1 発現亢進
TheepigeneticdysregulationofmiR-375forPDPK1overexpression/activationin
multiplemyeloma

立川　章太郎 1、知念　良顕 1、志村　勇司 1、名越　久朗 1、古林　勉 1、木元　弥生 1、河田　英里 2、成田　朋子 3、
李　政樹 3、半田　寛 4、魚嶋　伸彦 2、飯田　真介 3、黒田　純也 1

ShotaroTatekawa1,YoshiakiChinen1,YujiShimura1,HisaoNagoshi1,TsutomuKobayashi1,YayoiKimoto1,
EriKawata2,TomokoNarita3,MasakiRi3,HiroshiHanda4,NobuhikoUoshima2,ShinsukeIida3,JunyaKuroda1
1京都府立医科大学大学院医学研究科　血液・腫瘍内科学、 2 京都第二赤十字病院　血液内科、 3 名古屋市立大学大学
院医学研究科　生体総合医療学講座　血液・腫瘍内科学、4 群馬大学大学院医学系研究科　生体統御内科学
1DivisionofHematologyandOncology,DepartmentofMedicine,KyotoPrefecturalUniversityofMedicine,
2DepartmentofHematology,JapaneseRedCrossKyotoDainiHospital,Kyoto,Japan.,3 DepartmentofHematology
andOncology,NagoyaCityUniversityGraduateSchoolofMedicalSciences,Aichi,Japan,4 DepartmentofMedicine
andClinicalScience,GunmaUniversityGraduateSchoolofMedicine,Gunma,Japan.



プログラム

一般演題2　治療関連、臨床研究
Treatmentandclinicalstudies
5月28日㈯　16：25― 17：05　第1会場

座長：角南　一貴（KazutakaSunami）（国立病院機構岡山医療センター　血液内科）

	 O-4	 当院で自家移植を行った多発性骨髄腫患者の予後因子の検討
Evaluationofprognosticfactorformultiplemyelomapatientsthatreceivedauto-SCT
atourhospital

板垣　充弘、麻奥　英毅、片山　雄太、土石川　佳世、大地　哲朗、今中　亮太、許　鴻平、岡谷　健史、
勝谷　慎也、岩戸　康治、許　泰一
MitsuhiroItagaki,HidekiAsaoku,YutaKatayama,KayoToishikawa,TetsurouOchi,RyotaImanaka,KoheiKyo,
TakeshiOkatani,ShinyaKatsutani,KojiIwato,TaiichiKyo
広島赤十字・原爆病院　血液内科
DepartmentofHematology,HiroshimaRedCrossHospital

	 O-5	 自己末梢血幹細胞移植と維持療法による予後不良細胞遺伝学的異常の克服の可能性につ
いての検討
DoubleASCTandmaintenancemayovercometheadversecytogeneticsinmultiple
myeloma

萩原　將太郎、糸井　覚、平井　理泉、谷村　聡、栂野　富輝、竹下　昌孝、関根　理恵子、中村　美紀、
三輪　哲義
ShotaroHagiwara,SatoruItoi,RisenHirai,AkiraTanimura,TomiteruTogano,MasatakaTakeshita,RiekoSekine,
MikiNakamura,AkiyoshiMiwa
国立国際医療研究センター　血液内科
DivisionofHematology,DepartmentofInternalMedicine,NationalCenterforGlobalHealthandMedicine

	 O-6	 多発性骨髄腫患者におけるレナリドミドの毒性及び治療効果を予測するための至適血中濃度
Optimallenalidomideconcentrationtopredictitstoxicityandefficacyinmultiple
myelomapatients

角　陽子 1,2、北澤　文章 1、辻本　雅之 3、淵田　真一 4、岡野　晃 4、初瀬　真弓 4、村頭　智 4、上田　久美 1、国府　孝敏 1、
木村　朱李 3、佐伯　崇 3、結城　絵理子 3、峯垣　哲也 3、西口　工司 3、芦原　英司 2、島崎　千尋 4

YokoKado1,2,FumiakiKitazawa1,MasayukiTsujimoto3,Shin-ichiFuchida4,AkiraOkano4,MayumiHatsuse4,
SatoshiMurakami4,KumiUeda1,TakatoshiKokufu1,AkariKimura3,TakashiSaiki3,ErikoYuki3,TetsuyaMinegaki3,
KohshiNishiguchi3,EishiAshihara2,ChihiroShimazaki4
1地域医療機能推進機構　京都鞍馬口医療センター　薬剤科、 2 京都薬科大学生命薬科学系病態生理学分野、 3 京都薬
科大学医療薬科学系臨床薬学分野、4 地域医療機能推進機構　京都鞍馬口医療センター　血液内科
1DepartmentofPharmacy,JapanCommunityHealthcareOrganizationKyotoKuramaguchiMedicalCenter,
2DepartmentofClinicalandTranslationalPhysiology,KyotoPharmaceuticalUniversity,Kyoto,Japan,3 Department
ofClinicalPharmacy,KyotoPharmaceuticalUniversity,Kyoto,Japan,4 DepartmentofHematology,JapanCommunity
HealthcareOrganizationKyotoKuramaguchiMedicalCenter,Kyoto,Japan

	 O-7	 高齢者再発・難治性多発性骨髄腫に対する RCd 療法第 I/II 相試験－中間報告－
AphaseI/IIstudyofLenandDEXplusCYfortheelderlywithRRMM:interimreport

築根　豊 1、八幡　悠里子 1、佐々木　純 1、磯田　淳 2、安藤　純 1、小池　道明 3、小松　則夫 1

YutakaTsukune1,YurikoYahata1,MakotoSasaki1,AtsushiIsoda2,JunAndo1,MichiakiKoike3,NorioKomatsu1
1順天堂大学医学部内科学血液学講座、2 国立病院機構西群馬病院血液内科、3 順天堂大学医学部附属静岡病院血液内科
1DepartmentofHematology,JuntendoUniversitySchoolofMedicine,2 DepartmentofHematology,NationalHospital
OrganizationNishigunmaHospital,3 DepartmentofHematology,JuntendoUniversityShizuokaHospital



プログラム

一般演題3　治療に関する基礎研究
Basicapproachesfortreatment
5月29日㈰　11：10― 11：40　第1会場

座長：奥野　豊（YutakaOkuno）（熊本大学大学院生命科学研究部　血液内科）

	 O-8	 AL アミロイドーシスの質量分析による沈着軽鎖ペプチド解析
DetailedanalysisofIg-lightchaininamyloidlesionsbymassspectrometry

杉本　俊哉 1、田崎　雅義 2,3、藤井　絵理 1、山下　太郎 4、大林　光念 2、遠藤　慎也 5、西村　直 5、奥野　豊 5、
藤原　志保 5、和田　奈緒子 5、満屋　裕明 5、安東　由喜雄 3、畑　裕之 5,6

ToshiyaSugimoto1,MasayoshiTasaki2,3,EriFujii1,TaroYamashita4,KonenObayashi2,ShinyaEndo5,NaoNishimura5,
YutakaOkuno5,ShihoFujiwara5,NaokoWada5,HiroakiMitsuya5,YukioAndo3,HiroyukiHata5,6
1熊本大学大学院　保健学教育部、 2 熊本大学大学院　生命科学研究部　構造機能解析学分野、 3 熊本大学大学院　生
命科学研究部　神経内科学、4 熊本大学付属病院　アミロイドーシス診断センター、 5 熊本大学大学院　生命科学研
究部　血液内科学、6 熊本大学大学院　生命科学研究部　生体情解析学分野
1GraduateSchoolofHealthSciences,KumamotoUniversity,2 DepartmentofMorphologicalandPhysiological
Sciences,KumamotoUniversity,3 FacultyofLifeSciences,DepartmentofNeurology,KumamotoUniversity,
4DiagnosticUnitforAmyloidosis,KumamotoUniversityHospital,5 FacultyofLifeSciences,Departmentof
Hematology,KumamotoUniversity,6 DivisionofInformativeClinicalSciences,KumamotoUniversity

	 O-9	 体外増幅 Th1様	γδ T細胞の骨髄腫前駆細胞への抗腫瘍効果
Targetingmyelomaprogenitorsbyexvivo-expandedTh1-likeγδTcells

三木　浩和1、原田　武志2、中村　信元2、小田　明日香2、藤野　ひかる2、曽我部　公子2、髙橋　真美子2、丸橋　朋子2、
藤井　志朗 2、天眞　寛文 3、天知　良太 3、渡邉　佳一郎 3、寺町　順平 4、賀川　久美子 2、安倍　正博 2

HirokazuMiki1,TakeshiHarada2,ShingenNakamura2,AsukaOda2,HikaruFujino2,KimikoSogabe2,
MamikoTakahashi2,TomokoMaruhashi2,ShiroFujii2,HirofumiTenshin3,RyotaAmachi3,KeiichiroWatanabe3,
JumpeiTeramachi4,KumikoKagawa2,MasahiroAbe2
1徳島大学病院　輸血・細胞治療部、 2 徳島大学大学院医歯薬学研究部　血液・内分泌代謝内科学、 3 徳島大学大学院
医歯薬学研究部　口腔顎顔面矯正学分野、4 徳島大学大学院医歯薬学研究部　口腔組織学分野
1DivisionofTransfusionMedicineandCellTherapy,TokushimaUniversityHospital,2 DepartmentofHematology,
EndocrinologyandMetabolism,TokushimaUniversity,3 DepartmentofOrthodonticsandDentofacialOrthopedics,
TheUniversityofTokushimaGraduateSchoolofOralScience,4 DepartmentofHistologyandOralHistology,The
UniversityofTokushimaGraduateSchoolofOralScience

	 O-10	 低酸素誘導性microRNA-210 は新規骨髄腫増殖因子 rRNA メチル化酵素 DIMT1 を制御
する
Hypoxia-induciblemiR-210regulatesanewmyelomaproliferationgene,rRNA
methyltransferaseDIMT1

池田　翔、北舘　明宏、小林　敬宏、阿部　史人、奈良　美保、渡部　敦、高橋　直人、田川　博之
ShoIkeda,AkihiroKitadate,TakahiroKobayashi,FumitoAbe,MihoNara,AtsushiWatanabe,NaotoTakahashi,
HiroyukiTagawa
秋田大学医学部　血液・腎臓・膠原病内科
DepartmentofHematology,Nephrology,Rheumatology,AkitaUniversityGraduateSchoolofMedicine



プログラム

ポスター発表1（奇数演題） 5月29日㈰ 14：10 ― 15：00 ポスター会場
◦ポスター閲覧（14：10-14：30）
◦ポスターツアー（14：30-15：00）

ポスター発表2（偶数演題） 5月29日㈰ 15：00 ― 15：50 ポスター会場
◦ポスター閲覧（15：00-15：20）
◦ポスターツアー（15：20-15：50）

ナビゲーター：飯田　真介、今井　陽一、奥野　豊、尾崎　修治、黒田　純也、小杉　浩史、紫山　浩彦、
島崎　千尋、鈴木　憲史、髙松　泰、田村　秀人、服部　豊、半田　寛

（五十音順）

モーニングセミナー
New standards of care for NDMM 〜 Patients not eligible for transplant 〜
5月29日㈰ 8：30 ―  9：15 第1会場

座長：谷脇　雅史（Masafumi�Taniwaki）（京都府立医科大学　分子診断・治療センター　特任教授）

Dr.�Saad�Z.�Usmani�
�Director�of�Plasma�Cell�Disorders�program�Director�of�Clinical�Research�in�Hematologic�Malignancies�Levine�Cancer�
Institute/Carolinas�Healthcare�System,Charlotte,�NC

〈共催：セルジーン株式会社〉

ランチョンセミナー 1
New Drugs and New Targets in Multiple Myeloma (MM)
5月28日㈯ 12：30 ―  13：15 第1会場

座長：清水　一之（Kazuyuki�Shimizu）（独立行政法人国立病院機構　東名古屋病院　血液・腫瘍内科）

Andrew��Spencer,�DM,�FRACP,�FRCPA
�Department�of�Clinical�Haematology,�Alfred�Hospital,�Monash�University,Australia

〈共催：藤本製薬株式会社〉



プログラム

ランチョンセミナー 2
多発性骨髄腫におけるNK細胞機能
FunctionofNKcellsinMultipleMyeloma
5月28日㈯　12：30― 13：15　第2会場

座長：西川　博嘉（HiroyoshiNishikawa）（国立がん研究センター　先端医療開発センター　免疫 TR分野分野長）

萩原　將太郎
ShiotaroHagiwara
国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　血液内科　診療科長
Div.Hematology,InternalMedicine,NationalCenterforGlobalHealthandMedicine

〈共催：ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社〉

多発性骨髄腫に対するがん免疫アプローチ
Immunotherapyinmultiplemyeloma
座長：萩原　將太郎（ShiotaroHagiwara）（国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　血液内科　診療科長）

西川　博嘉
HiroyoshiNishikawa
国立がん研究センター　先端医療開発センター　免疫 TR分野分野長
DivisionofCancerImmunology,ExploratoryOncologyResearchandClinicalTrialCenter,NationalCancerCenter

〈共催：ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社〉

ランチョンセミナー 3
骨髄ニッチにおける骨髄腫細胞の増殖と生存のメカニズム
Regulatingmechanismofmyelomacellgrowthandsurvivalinthebone
marrowniche
5月29日㈰　12：00― 12：45　第1会場

座長：安倍　正博（MasahiroAbe）（徳島大学大学院医歯薬学研究部　血液・内分泌代謝内科学分野）

秀島　輝
TeruHideshima
ハーバード大学医学部　ダナ・ファーバー癌研究所
Dana-FarberCancerInstituteandHarvardMedicalSchool450BrooklineAvenue,Boston,MassachusettsUSA

〈共催：ヤンセンファーマ株式会社 /武田薬品工業株式会社〉



プログラム

アフタヌーンセミナー 1
多発性骨髄腫の治療標的としてのＨＤＡＣ
Histone deacetylases as therapeutic targets for multiple myeloma
5月28日㈯　14：05 ―  14：50　第1会場

座長：髙松　泰（Yasushi Takamatsu）（福岡大学医学部　腫瘍・血液・感染症内科学）

古川　雄祐 
Yusuke Furukawa 
 自治医科大学　分子病態治療研究センター　幹細胞制御研究部
 Division of Stem Cell Regulation, Center for Molecular Medicine, Jichi Medical University

〈共催：ノバルティス ファーマ株式会社〉

HDAC阻害薬の臨床的有用性
Clinical utility of panobinostat in the treatment of multiple myeloma
5月28日㈯　14：05 ―  14：50　第1会場

座長：髙松　泰（Yasushi Takamatsu）（福岡大学医学部　腫瘍・血液・感染症内科学）

島崎　千尋 
Chihiro Shimazaki 
 京都鞍馬口医療センター　血液内科
 Department of Hematology, Japan Community Health care Organization Kyoto Kuramaguchi Medical Center

〈共催：ノバルティス ファーマ株式会社〉

アフタヌーンセミナー 2
ハイリスク多発性骨髄腫患者に対する治療の最近の進歩
Recent Advance in the Treatment of High-Risk Multiple Myeloma
5月28日㈯　14：05 ―  14：50　第2会場

座長：村上　博和（Hirokazu Murakami）（群馬大学大学院　保健学研究科）

石田　禎夫 
Tadao Ishida 
 日本赤十字社医療センター　血液内科
 Department of Hematology, Japanese Red Cross Medical Center

〈共催：小野薬品工業株式会社〉



教育講演



教育講演

EL-1	 骨髄腫治療のエビデンスレビュー
Evidence review of multiple myeloma treatment

石田　禎夫
TadaoIshida

日本赤十字社医療センター　血液内科
 Department of Hematology, Japanese Red Cross Medical Center

多発性骨髄腫は現在も治癒が期待できない疾患であるが、最近 10年間で治療効果は劇的に改善した。サリドマイド、
ボルテゾミブ、レナリドミド、ポマリドマイド、パノビノスタットの導入は治療のパラダイムをドラマチックに変化
させた。さらに、2015 年 12 月にはレナリドミドが新規患者に投与可能になった。しかしながら、2015 年 11 月に
はアメリカ食品医薬品局 ((FDA)は初めての経口プロテアゾーム阻害剤であるイクサゾミブ、CD38 に対する抗体薬で
あるダラツムマブと SLAMF7 に対する抗体薬であるエロツツマブを認可した。残念ながら日本にはドラッグ・ラグが
今も存在している。
これらの新薬の使用は完全奏功達成率を増加させ、その結果として全生存期間の延長やクオリティーオブライフが改
善している。しかしながらこれらの新薬を使いこなすためには専門的な経験が要求される。さらにこれらの治療法の
進歩により、多発性骨髄腫の治療法に関して再度評価する必要が生じた。このセッションでは移植適応患者に対する
導入療法・地固め療法・維持療法に関して解説するとともに、移植非適応患者に対する導入療法に関しても言及したい。
また、新規薬剤により治療効果は大きく改善されてはいるが、ほとんどの患者は再発するため、再発時の治療に関し
ても考察を加えたい。

Despite the fact that multiple myeloma (MM) is still an incurable disease, the outcome of treatment has changed 
dramatically in the past decade. The availability of drugs such as thalidomide, bortezomib, lenalidomide, pomalidomide 
and panobinostat have dramatically changed treatment paradigm. Furthermore, from December 2015, we can use 
lenalidomide for the initial therapy.  However, in November 2015, FDA already approved three new drugs for multiple 
myeloma: ixazomib, the first oral proteasome inhibitor; and daratumumab and elotuzumab, two monoclonal antibodies 
that target CD38 and SLAMF7. Unfortunately, there is still drug lag in Japan. 
Treatment with these new drags resulted in an increased rate of complete response that translated into prolonged 
overall survival and improved quality of life. However, the use of the new agents requires a high degree of professional 
experience. And these development prompted us to re-evaluate the clinical recommendations for the treatment of MM. 
In this session, I would like to talk about induction therapy, consolidation therapy and maintenance therapy for the 
transplant eligible patients. I will also talk about induction therapy for the transplant eligible patients. Although novel 
agents have substantially improved outcomes, almost all patients eventually relapse. I would like to add the treatment 
decision at relapse.



教育講演

EL-2	 多発性骨髄腫の発症と進展の分子病態
Molecular Mechanisms Underlying Initiation and Progression of Multiple Myeloma

古川　雄祐
YusukeFurukawa

自治医科大学　分子病態治療研究センター　幹細胞制御研究部
 Division of Stem Cell Regulation, Center for Molecular Medicine, Jichi Medical University

多発性骨髄腫は形質細胞がドライバー変異（14q 転座・高二倍体化）によってがん幹細胞化し、そこに stepwise に
付加的遺伝子異常が加わることで、monoclonalgammopathyofundeterminedsignificance（MGUS）→無症候性骨髄
腫（smolderingmyeloma）→症候性骨髄腫→形質細胞性白血病と linear に evolution してゆくと考えられてきた。形
質細胞からMGUS への形質転換には cyclinD の強発現による G1/S 移行の促進が重要と考えられている。またMGUS
から骨髄腫への進展には Ras 遺伝子の変異や c-Myc の強発現が関与する。最終段階である髄外病変の形成や形質細胞
性白血病には 17p 欠失や 1q 増幅などの染色体変化を伴う。ところが最近の次世代シークエンスや高感度アレイによ
る解析の結果、すでにMGUS の段階で多様なクローンが存在し、枝分かれ状の複雑な階層構造を有することが明らか
になってきた。すなわち病態の進展には遺伝子変異の蓄積に加えてクローン構造の複雑化が重要な要素と考えられる。
治療成績のさらなる向上のためには、クローン多様性を考慮した治療戦略が必要である。

Multiple myeloma (MM) is one of the most intractable malignancies and is characterized by the infiltration and growth 
of plasma cells, the most differentiated cells in the B-cell lineage, in the bone marrow. All MM cases pass through the 
phase of the asymptomatic expansion of clonal plasma cells, referred to as monoclonal gammopathy of undetermined 
significance (MGUS). MM is considered to evolve linearly from MGUS to terminal phases such as extramedullary 
tumors and plasma cell leukemia via the accumulation of novel mutations. However, recent studies using next generation 
sequencing disclosed the more complex genomic architecture of the disease. At each step of progression, the acquisition 
of novel mutations is accompanied by subclonal evolution with branching patterns from reservoir clones. Each subclone 
may carry novel mutations and distinct phenotypes including drug sensitivity. In addition, minor clones that already exist 
at the MGUS stage may expand later in the clinical course, resulting in relapse and/or leukemic conversion. The ultimate 
goal of treatment is to eradicate all clones including subclonal populations with distinct biological characteristics. This 
goal may be achieved by further improving treatment strategies to reflect the genomic landscape of the disease.
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EL-3	 新規治療薬開発の展望
In the age of novel therapies in multiple myeloma

秀島　輝
TeruHideshima

ハーバード大学医学部　ダナ・ファーバー癌研究所JeromeLipperMyelomaCenter
 Dana-Farber Cancer Institute and Harvard Medical School

骨髄腫患者の予後は免疫調節薬剤（サリドマイド、リナイドマイド、ポマリドマイド）やプロテゾーム阻害剤（ボル
テゾミブ、カルフィルゾミブ）の導入によって飛躍的に向上したが、未だ治癒には至っていない。完全治癒すること
が難しい要因の一つとしては癌の初期から後期までの長い期間に多くの遺伝子異常が関わっていることが挙げられ
る。さらに骨髄微小環境において、骨髄腫細胞はサイトカインなどの液性因子や共存する他の細胞群との直接的な接
着によって増殖、生存、薬剤抵抗生に関わる細胞内シグナル伝達系の活性化を受ける。したがって、これらの遺伝子
異常あるいは接着因子や細胞内シグナル伝達系を標的にした新規薬剤の開発が緊急に望まれている。なかでもエピ
ジェネティクス領域（例えば DNAメチル化、ヒストン修飾、ノンコーディング RNA）や免疫応答反応（例えば抗体
依存性細胞傷害活性や補体依存性細胞傷害活性）を修飾する薬剤や抗体は現在大きな興味の対象となっており、実際
にアメリカ食品医薬品局は非選択的低分子ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤のパノビノスタットおよび単クローン抗
体製剤のダラツムマブとエロツズマブを２０１５年に承認している。これらの薬剤の結果をもとに、さらに選択性が
高く強力なヒストン脱アセチル化酵素阻害剤や新しい免疫チェックポイント阻害剤が開発されており、これらの薬剤
が骨髄腫患者の予後改善に大きく寄与することが期待されている。

During last decade, immunomodulatory drugs (IMiDs) and proteasome inhibitors have significantly improved 
prognosis of patients with multiple myeloma (MM); however, it remains incurable. One of the main reasons for its 
incurability is due to complex multi-step disease progress and development caused by genetic abnormalities in tumor 
cells at both early and late stages. Moreover, soluble factors and contact to other cellular components within the tumor 
bone marrow microenvironment promote MM cell growth and survival, as well as resistance to conventional agents 
or immune surveillance. Therefore genome- and biologically-based novel therapeutic strategies are urgently needed. 
Indeed, tremendous effort has been expended to identify and validate novel therapeutic targets. Among them, regulators 
of epigenetics and immune responses are of great interest and they already show remarkable anti-MM activities. For 
example, histone deacetylase inhibitor Panobinostat and monoclonal antibodies (Daratumumab, Elotuzumab) have 
been approved by US Food and Drug Administration in 2015 for the patients with relapsed and refractory MM. Based 
on promising results of these agents, next generation of more selective and potent HDAC inhibitors and modulators of 
immune checkpoint have been generating and validating as single agent and/or in combination to improve outcome of 
MM patients.
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SY1-1	 多発性骨髄腫におけるエピゲノム異常
Epigenome abnormality in multiple myeloma

半田　寛
HiroshiHanda

群馬大学医学部附属病院　血液内科
 Division of Hematology, Center of Internal Medicine, Gunma University Hospital

近年、がんを含む様々な疾患において、体細胞遺伝子変異や染色体異常だけではなく、エピゲノム異常が注目され、
多発性骨髄腫（MM）においてもエピゲノム異常が多く認められている。エピゲノムにはDNAメチル化、ヒストン修飾、
タンパクをコードしないmiRNA、LncRNA などが含まれている。MMにおいては主にがん抑制遺伝子プロモーター領
域のメチル化が報告されているが、網羅的解析によると DNAのメチル化状態は疾患の進行とともに増加するという
単純なものではない。染色体ヒストンN末端のリジンやアルギニン残基は様々な修飾を受け、クロマチン構造が変換
され、遺伝子転写に影響する。HDAC 阻害薬はヒストン修飾を変化させる。またMMにおいて t(4;14) によって高発
現となるMMSET はヒストンメチル化酵素であり、ヒストン修飾はMM発癌に関連する。miRNA は、相補的な配列
を有する標的mRNA の分解や翻訳抑制を引き起こすことで、さまざまな生物学的プロセスに関与している。miRNA
発現パターンによるMM診断や予後予測、さらには治療への応用も期待されている。LncRNAは200塩基以上の非コー
ド RNAで、機能未知のものが多い。癌において高発現し、発癌に関与している可能性も高い。本シンポジウムでは
エピゲノム異常を概説し我々の知見を述べる。

In various disease including cancer, epigenome abnormality attracts attention as well as somatic gene mutation and 
chromosomal aberration recently. Many epigenome abnormality is found in the multiple myeloma (MM). Epigenome 
includes DNA methylation, histone modification, miRNA, LncRNA. Methylation of tumor suppressor genes were 
reported in MM, recent comprehensive analysis revealed that genomic DNA methylation does not simply increase along 
with disease progression. Histone N terminals are frequently modified and then chromatin structure is changed for gene 
transcription. HDAC inhibitors alter the histone modification status. MMSET highly expressed in MM with t(4;14) is a 
histone methyltransferase, thus histone modification implicates MM oncogenesis. miRNAs implicate various biological 
process by either degrading mRNA or inhibiting translation of their target genes. miRNA is expected for prediction of 
the prognosis by their expression pattern and also for application to the therapy. LncRNAs are non-coding RNA &gt;200 
nt and their functions are not fully elucidated. They are highly expressed in cancers, may implicate oncogenesis. I will 
review the epigenome abnormality in MM and present our recent observations.
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SY1-2	 多発性骨髄腫における骨髄内微小環境でのエクソソームの役割
Exosomes promote bone marrow angiogenesis in multiple myeloma

梅津　知宏 1、大屋敷　一馬 1、大屋敷　純子 2

TomohiroUmezu1,KazumaOhyashiki1,JunkoOhyashiki2

1東京医科大学　血液内科学分野、2 東京医科大学　医学総合研究所　分子腫瘍研究部門
1 Department of Hematology, Tokyo Medical University, 2 Institute of Medical Science, Tokyo Medical University

がん細胞とその周辺の細胞で構築される「がん微小環境」でのエクソソームを介した細胞間相互作用に注目が集まっ
ており、我々は多発性骨髄腫の骨髄内微小環境におけるエクソソームの機能を解明することを目的として研究を行っ
てきた。骨髄内は従来低酸素であることが知られているが、患者骨髄内ではさらに低酸素状態にあると考えられて
いる。したがって、実際の骨髄内微小環境に存在する骨髄腫細胞に類似したモデル実験系を構築するために、数種
の骨髄腫細胞株を低酸素環境下（1%O2）で 6ヶ月以上長期培養し、低酸素耐性亜株を樹立した（hypoxiaresistant
multiplemyelomacell;HR-MMcell）。また、HR-MM細胞由来エクソソームの解析を行った結果、HR-MM細胞由来
エクソソームではmiR-135b が発現上昇していることを見出した。さらに、この低酸素耐性骨髄腫細胞株由来のmiR-
135b がエクソソームを介して周囲の血管内皮細胞に取り込まれ、血管内皮細胞における血管新生能を制御すること
を用いた in vivoモデル実験によって明らかにした。本研究の結果から、骨髄内での骨髄腫細胞と微小環境の相互作用
において、細胞同士の直接的な接触やサイトカインなどの分泌因子に加え、エクソソームおよびそれらに内包された
miRNA も関与していることが示唆された。今後は、これらの腫瘍細胞由来エクソソームをターゲットとした新規治療
法の開発を目的として生体内でのエクソソームの挙動を解析していく。

Exosomes are 30- to 120-nm membrane-bound vesicles secreted naturally by almost all cells and exist in all body fluids. 
Accumulating evidence has shown that exosomes contain proteins, DNA, mRNA, miRNA that can be transferred from 
producer cells to recipient cells, facilitating cell-to-cell communication. The aim of this study is to clarify the role of 
MM-derived exosome in hypoxic bone marrow using MM cells which show continuous growth in vitro under chronically 
hypoxic conditions (hypoxia-resistant MM cells; HR-MM cells).
We isolated the exosomes from HR-MM cells and assessed exosomal miRNA profiling using the TaqMan low-density 
array. Endothelial tube formation assay was used for validating function of MM cell-endothelial cell (HUVECs) 
communication. Gene silencing effect of exosomal miR-135b targeting luciferase was performed in HUVECs transfected 
with reporter vector.
Results and Discussion: We found miR-135b was significantly up-regulated in exosomes from HR-MM cells compared 
to those in the parental cells. The exosomal miR-135b directly suppressed its target, factor inhibiting HIF-1 (FIH-1), in 
endothelial cells, and enhanced endothelial tube formation under hypoxia. While tumor angiogenesis was regulated by 
various factors, the exosomal miR-135b might therefore be one of promising target for controlling angiogenesis in MM.



シンポジウム

SY1-3	 骨髄腫における微小残存病変（MRD）測定の臨床的な意義
Clinical significance of MRD measurement in patients with multiple myeloma

末永　孝生
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亀田総合病院　血液・腫瘍内科
 Division of Hematology/Oncology. Kameda General Hospital

骨髄腫に対する様々の効果的な治療が行われることにより骨髄腫患者の生存期間は大きく延長してきているが、一方、
治療効果の有効性を生存期間の延長で評価することは患者の生存期間が数年を超えるようになって逆に困難となって
きている。Multicolorflow-cytometry(MFC)による骨髄の微小残存病変 (MRD) の評価は、従来の治療効果判定とは独
立して多発性骨髄腫 (MM) での予後予測を鋭敏かつ迅速に評価できる有用な方法であることが報告されているが、治
療効果を定量的に評価できる可能性があることから化学療法レジメの有効性の評価にも応用され得ることが期待され
る。いくつかのヨーロッパの施設ではすでにMFC によるMRDの測定が行われており、さらに次世代MFC としてよ
り感度の高い 10¯5 レベルの腫瘍細胞を検出するユーロフローによるMRD測定の標準化も提唱されている。しかし
ながら現時点ではこれまでの 10¯4 レベルの腫瘍細胞を検出可能な従来の６カラーMFC と８カラー以上のユーロフ
ローの差異については明らかではなく、さらにMRD-guidedの個別治療の有用性についても明らかではない。本シン
ポジウムでは当院における６カラーMRD測定の実際とその問題点、MRDの有無による予後の層別化について報告す
るとともにユーロフローとの異同とその問題点についても触れる。

Availability of effective treatment for multiple myeloma (MM) has contributed to the marked prolongation of survival 
of patients. However, it becomes increasingly challenging to determine the optimal therapeutic approaches because 
demonstrating a clear survival benefit now requires many years of follow-up. Minimal residual disease (MRD) 
assessment by multicolor flow-cytometry (MFC) is an important tool for prognostication of multiple myeloma (MM) in 
the novel agent era and could contribute the evaluation of treatment efficacy. However, the use of MRD assessment by 
MFC is  still scarce in Japan in clinical practice. In contrast, MRD assessment has been incorporated in some European 
countries and next generation MFC, EuroFlow, has been recently proposed as a standard method for assessment of MRD 
by MFC. Although EuroFlow can quantified the 10-5 level of MRD by the use of 8-color MFC, the clinical benefit of 
MRD assessment over 6-color FCM remained unsettled. In addition, it is still unanswered that whether additional therapy 
with the goal of inducing an MRD-negativity to the patient translates to a better outcome, thus proving that the impact of 
MRD-negativity is not just a reflection of the disease biology. In this symposium, I will report the experiences of MRD 
assessment at our hospital and focus the clinical problems and future direction of the use of MRD assessment by FCM.



シンポジウム

SY2-1	 IMWGからの提言
Message from IMWG
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InternationalMyelomaWorkingGroup（IMWG）は InternationalMyelomaFoundationの学術関連組織で、多発性骨
髄腫（MM）の専門知識の普及を目的としている。IMWGは、最初の活動として、2003 年MGUS、MM及びその関
連疾患の診断基準を発表し、CRAB（hypercalcemia,renalfailure,anemia,bonedisease）症候を有するMMを症候性
と規定して治療適応とし、無いものを非症候性とし、同時に特殊な病型の診断基準を定めた。この基準は、明快さと
合理性から、それまで頻用されていた症候描写的な SouthWestOncologyGroup の診断基準に代わり広く用いられる
ようになった。さらに、1万例をこえる症例の臨床データの多変量解析を基に、アルブミン値とβ 2ミクログロブリ
ン値で病期分類を行う Internationalstagingsystem（ISS）を提唱し、これも広く受け入れられている。この解析には
日本骨髄腫学会（当時研究会）も参画し、我が国のMMに関する臨床所見の実態がまとめられた。
その後、IMWGは 2006 年に治療効果判定基準、さらに、2009 年以降は、遊離軽鎖、画像、大量化学療法時の幹細
胞採取、自家移植を伴う大量化学療法、大量化学療法非適応MMの治療、同種移植療法、骨病変の biomarker 及び治療、
腎不全の治療、MGUS と非症候性MMの症候性MM進展への riskfactor、高齢者MMに対する減量基準など、MM
の病態と治療に関する多くのガイドラインや推奨治療を発表している。ISS に関しては、2015 年に ISS に骨髄腫細胞
の染色体異常や LDH値の異常を加えた改定 ISS（RISS）を提案した。
これらを概括し、我が国の関連データとともに、IMWGからの提言の意義を考案する。

International Myeloma Working Group (IMWG) is an associated organization with International Myeloma Foundation. 
Its objective is to extend and spread the new findings and the information about multiple myeloma (MM), IMWG had 
begun its activity in 2003, proposing a new diagnostic criteria of MM. In this diagnostic criteria, CRAB (hypercalcemia, 
renal failure, anemia, bone disease) was extracted from the clinical symptom as the indication for treatment, defining the 
symptomatic MM if complicated with CRAB and the asymptomatic MM if not. The other special types of MM were also 
defined respectively. Its clearness has made it accepted as reasonable through MM experts. IMWG also proposed a new 
clinical staging system, using albumin and beta 2 microglobulin (International Staging System: ISS), which resulted from 
the multivariate analysis of clinical data of more than 10,000 patients with MM. 
 Since then, IMWG has proposed a lot of consensus statements, recommendations, and guidelines covering a huge 
area of MM research such as uniform response criteria, free-light chain, treatment of MM-related bone disease, 
treatment recommendations, high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation, allogeneic stem-cell 
transplantation, molecular classification, renal impairment, imaging technics, and so on. In 2015 IMWG proposed a 
revised ISS, which combined ISS and chromosomal abnormalities and LDH (RISS). We outline the academic activities 
of IMWG including Japanese data, and consider its message.
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SY2-2	 画像診断の進歩
Siginificance of imaging modality for multiple myeloma

小杉　浩史
HiroshiKosugi

大垣市民病院　血液内科
 Department of Hematology, Ogaki Municipal Hospital

近年、多発性骨髄腫はその病態解析、診断技術、治療のいずれもが大きな進展を遂げている。GWS によるクロー
ン進展の解析、NGF（NextGenerationFlow）や NGS（NextGenerationSequence）などによる微小残存病変（Minimal
ResidualDisease:MRD）検出技術の普及、進展期における PET/CT、WB-MRI の導入による巣状病変（FocalLesion:
FL）や髄外病変（Extra-medullaryDisiesase:EMD）の検出に限らず、より早期の高リスクくすぶり型骨髄腫（Smoldering
MultipleMyeloma:SMM）に関する早期診断および治療導入に伴う IMWGによる診断基準の改訂、新規治療薬開発に
よるより有効な化学療法の開発などである。最新診断基準における画像診断の意義を概説したい。
現在の IMWG診断基準で診断手技上、必要とされる画像診断としては、これまでの単純 X線による bonesurvey に
加えて、PET/CT およびWB-MRI があげられる。特に、FL と EMD の検出により、臨床病期は約 15% 程度が up-
staging されることがわかっており、また、SMMのリスク分類の研究から、骨髄中の異常形質細胞比率、異常 FLC
（Free-LightChain）比とともにこれらの画像診断モダリティによる FL 数は治療適応MMであるか否かの診断基準と
して必須となっている。現在の診断基準は臨床病期としてはDurie-SalmonPlus分類を網羅した形となっており、また、
予後リスク分類においても、新たに R-ISS が提唱されている。

In a dacade, imaging modality and technology has progressed and its clinical utilization has made great impact on 
diagnosis and treatment outcome of multiple myeloma. Especially, detection of focal lesion (FL) and extra-medullary 
disease (EMD) by PET/CT or WB-MRI leads about 15% up-staging increase, which means underestimate in diagnosis in 
old modality era.
New diagnostic criteria of IMWG (Rajkumar SV, Lancet Oncol. 2014) displayed that BM-PC ratio, abnormal FLC ratio 
and FL in WB-MRI mean symptomatic myeloma, outside smoldering multiple myeloma (SMM). Many studies have 
listed up the risk factors of highly progressive SMM. IMWG made a consensus as above three factors including FL in 
WB-MRI is the important factors todiagnose and include as symptomatic multiple myeloma to be treated.
In this session, I would like to overview imaging modalities for multiple myeloma and its significance.
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SY2-3	 くすぶり型骨髄腫
Smoldering multiple myeloma
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高リスクのくすぶり型骨髄腫（SMM）にレナリドミド＋デキサメタゾン（Ld）療法を行うと全生存期間（OS）が延
長することが示され、診断基準が変更された。血中M蛋白量≧ 3g/dL もしくは尿中M蛋白量≧ 500mg/24 時間、
または骨髄のクローナルな形質細胞割合が 10～ 60%で、かつ骨髄腫診断事象およびアミロイドーシスの合併がない
ものを SMMと定義する。骨髄腫診断事象とは、形質細胞腫瘍に関連した臓器障害（高カルシウム血症、腎障害、貧血、
骨病変）および進行するリスクが高いバイオマーカー（骨髄のクローナルな形質細胞割合≧ 60%、FLC 比≧ 100 以上、
およびMRI で局所性の骨病変数＞ 1個）を指す。SMMから多発性骨髄腫に進行するリスク因子として、上記のバイ
オマーカー以外にM蛋白成分以外の免疫グロブリン減少、骨髄腫細胞の表面形質、染色体異常、M蛋白の増加割合
などが挙げられている。しかし早期治療を行うことでOSが延長する患者を選別する評価法は定まっていない。Ld療
法での完全奏効（CR）到達率は 26%だが、追跡調査時も大半の患者が無進行生存を続けている。一方、Ld療法にカ
ルフィルゾミブを併用すると高率に CRが得られる。治療を強化し CR率を高めることで SMMの OS が延長するかど
うかは不明で、最適な治療レジメンを探索する必要がある。

A recent randomized study demonstrated that lenalidomide plus dexamethasone (Ld) therapy successfully prolonged the 
overall survival in high-risk smoldering multiple myeloma (SMM). According to the revised criteria, SMM is defined 
by the presence of serum monoclonal (M) protein ≥ 30 g/L or urinary M protein ≥ 500 mg per 24 h and/or clonal bone 
marrow plasma cells (BMPC) 10-60% with no evidence of myeloma defining events (MDE) or amyloidosis. MDE 
consist of myeloma-related end organ damages and biomarkers of malignancy including BMPC ≥ 60%, serum free 
light chain ratio ≥ 100, or &gt;1 focal lesions on MRI studies. Several other risk factors for progression are proposed 
such as immunoparesis, abnormal plasma cell immunophenotype, genetic abnormalities and change in M protein levels. 
However, there is no definite criteria to detect the candidates for early treatment. Following Ld therapy, long term 
freedom from progression was observed even in patients remained with detectable disease. Recently, carfilzomib in 
combination with Ld therapy showed high complete response rates. Further study is needed to determine the optimal 
treatment for patients with SMM.
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SY3-1	 多発性骨髄腫に対する経皮的椎体形成術
Percutaneous Vertebral Augmentation (Balloon Kyphoplasty) for Multiple Myeloma

戸川　大輔
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浜松医科大学附属病院　整形外科
 Department of Orthopaedic Surgery

経皮的椎体形成術は、骨粗鬆症性椎体骨折の遷延治癒、癒合不全、偽関節、および溶骨性椎体腫瘍による骨折椎体の
異常可動性のためにおこる体動時痛を改善する目的で行われる。この手技の初めての報告は軸椎血管腫に対して行わ
れた PercutaneousVertebroplasty(PVP) である。PVP はその後、骨粗鬆症性椎体骨折にも対して行われるようになっ
た。しかしPVPでは椎体内に骨セメント注入の際に椎体外へ漏洩しないようコントロールするのが困難であったため、
早期の報告では骨セメント漏洩率が高かった。BalloonKyphoplasty(BKP) はそれらの欠点に対して、拡張可能なバ
ルーンを用いて骨折椎体内部から椎体を整復し、椎体内に作製された空洞に骨セメントを充填するように改良された
手術手技である。本邦では 2005 年に原発性骨粗鬆症性椎体骨折の遷延治癒に対する BKP の治験が開始され、2010
年に薬事承認、2011 年に保険収載となった。また 2011 年 12 月には溶骨性脊椎腫瘍への BKP 適応が保険承認され、
3椎体までの 1期的 BKPが行えるようになっている。化学療法後に骨吸収抑制剤を用いても椎体病的骨折が異常可動
性を持ち続けた場合には患者の体動時痛が改善しない。その病的骨折椎体に BKP を行うと即時的な固定性が得られ、
体動時の疼痛が緩和する。本講演では本邦ではまだ十分に浸透していない骨髄腫による病的骨折椎体に対する BKP治
療の現況について述べる。

Percutaneous vertebroplasty is performed for delayed union, non-union, or pseudoarthrosis of osteoporotic vertebral 
compression fractures and/or osteolytic vertebral tumors to treat motion pain due to instability of fractured vertebrae. 
Percutaneous vertebroplasty was firstly reported in 1987 by Galibert to treat vertebral hemangioma. This procedure was 
applied for the treatment of osteoporotic vertebral compression fractures. Early reports suggested that it was difficult to 
control the cement behavior during this procedure, so that the rate of cement extravasation was relatively high. Balloon 
Kyphoplasty (BKP) was developed to reduce the rate of cement leak and to improve the extent of vertebral height 
restoration. In Japan, BKP preliminary study was performed for primary osteoporotic vertebral compression fractures 
since 2005, and approved in 2011. In December 2011, BKP indication for osteolytic vertebral fractures were also 
approved. In multiple myeloma cases, BKP could be performed for the unstable, pathological fractured vertebrae after 
the chemotherapy and post-antiresorptive agents. In this podium presentation, the current status of BKP for multiple 
myeloma and other osteolytic vertebral tumors will be discussed.
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Monoclonal Gammopathy of Renal Significance: MGRS
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M蛋白血症は、人口の約 2％にみられるが、腎アミロイドーシスは、腎生検 1万件中 100-200 例程の新規発症であ
る。monoclonal immunoglobulindepositiondiseaseは、年間 20-30 例ほどの発症頻度である。１）多発性骨髄腫：
2つの障害パターンがある。１つは、遊離軽鎖が近位尿細管で再吸収され、放出されたサイトカインにより間質性腎
炎が生じる。他は、軽鎖が、遠位尿細管から分泌されたUromodulin(Tamm-Horsfall 蛋白）と結合し遠位尿細管・集
合管を閉塞するパターンである。２）AL 型アミロイドーシス：糸球体基底膜病変、メサンギウム域への沈着、結節
性病変、尿細管間質への沈着、血管への沈着する。Thrombin-antithrombinComplex(TAT),plasmin-α2-antiplasmin
inhibitorcomplex(PIC) が活動性の高い状態で高値を呈し、治療に反応すると低下する。多発性骨髄腫の新規治療
薬（プロテオソーム阻害薬、サリドマイド）がアミロイドーシスでも有用なことが報告されている。３）monoclonal
immunoglobulindepositiondisease(MIDD):軽鎖沈着症、重鎖沈着症、軽鎖重鎖沈着症などがある。ネフローゼ症候
群や腎機能低下を呈する。４）原発性マクログロブリン血症：IgM型のM蛋白血症があり、血液粘稠度が高く凝集
しやすいことから糸球体内塞栓を生じやすい。これらのMonoclonalGammopathyofRenalSignificance(MGRS) につ
いて概説する。

Monoclonal Gammopathy induces renal disorders, recently named as Monoclonal Gammopathy of Renal Significance 
(MGRS). The number of renal amyloidosis and monoclonal immunoglobulin deposition disease (MIDD) is 100-
200 and 20-30 per 10000 renal biopsies, respectively. 1) multiple myeloma (MM): One is interstitial nephritis due 
to activated proximal tubules by absorption of free light chain, another is tubular obstruction due to the complex of 
free light chain and Uromodulin (Tamm-Horsfall protein), which is secreted by ascending Henle loop.2) AL type 
amyloidosis: Amyloid is deposited in the mesangium area, basement membrane, vascular wall, and interstitial tissue. 
The serum levels of thrombin-antithrombin complex (TAT) and plasmin-α2-antiplasmin inhibitor complex (PIC) 
are elevated, which is similar to chronic DIC. These levels decrease to normal range after chemotherapy. New drugs 
(bortezomib, dexamethasone, thalidomide) for MM are reported to be effective in amyloidosis patients. 3) Monoclonal 
immunoglobulin deposition disease (MIDD): MIDD is detected by renal biopsy in patients with nephrotic syndrome or 
renal failure. Immunofluorescent study using heavy and light chains determinates light chain deposition disease (LCDD), 
heavy chain deposition disease (HCDD), and light and heavy chain deposition disease (LHCDD). 4) Macroglobulinemia: 
Serum high levels of IgM produce vascular occlusion in glomerular capillary and hyperviscosity syndrome.
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SY3-3	 多発性骨髄腫と骨・内分泌代謝異常
Bone metabolism/endocrine disorders in myeloma
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骨髄腫における骨リモデリングの破綻は、著明な骨吸収促進と骨形成抑制が特徴的であり、骨吸収マーカーの測定は
骨関連事象や予後の予測因子として有用である。骨内に存在する骨細胞 (osteocyte) は破骨細胞や骨芽細胞による正
常の骨リモデリングに中心的な役割を果たしているが、骨髄腫における骨細胞の役割は未だ不明な部分も多く最近検
討が進められている。骨髄腫では骨細胞の sclerostin 産生による骨芽細胞分化抑制や RANKL/OPG 発現調節による破
骨細胞分化促進および骨細胞自身のアポトーシスによる破骨細胞のリクルートメントを介して骨破壊病変が進行する
と考えられている。また、骨髄腫においては、高カルシウム血症や骨脆弱性といった原病に伴う骨代謝異常に加え、
その治療で使用される denosumab やステロイドによる代謝性骨疾患、電解質異常や続発性副腎皮質機能低下などの
内分泌異常が起こることに留意する必要がある。本シンポジウムでは、多発性骨髄腫に起因する骨病変に関する最新
の基礎的および臨床的検討成績や骨髄腫治療に関連した骨カルシウム代謝異常症、副腎皮質機能異常症などの内分泌
異常について概説する。さらに、2014年に改訂されたステロイド骨粗鬆症の管理と治療ガイドラインの要点とともに、
進行期患者でよくみられる不動性骨粗鬆症の病態についても最新の知見を紹介する。

Multiple myeloma is characterized by exacerbated bone resorption and a concomitant reduction in bone formation as a 
failed bone remodeling. Bone resorptive markers correlate with risk for skeletal complications, disease progression and 
overall survival. Under physiologic conditions, osteocytes appear to be central regulators of bone remodeling. However, 
interactions between osteocytes and myeloma cells within the bone remodeling compartments have been recently 
demonstrated to skew the signaling pathways and mediators responsible for exacerbated bone resorption and suppressed 
bone formation in myeloma patients. Furthermore, osteocyte apoptosis is markedly increased in myeloma patients with 
bone lesions, which results in osteoclast recruitment. Progression of these pathological conditions eventually develops 
fragility fractures and/or hypercalcemia. Treatment with glucocorticoid and denosumab may arise endocrine and 
mineral disorders, including adrenal insufficiency. We will present the latest understanding of myeloma-induced bone 
diseases, and diagnostic workup and management for endocrine and metabolic disorders associated with myeloma and 
its treatment. We also introduce guidelines for the management and treatment of glucocorticoid-induced osteoporosis 
updated in 2014, and the latest knowledge on pathophysiology of osteopenia by immobilization often accompanied with 
advanced myeloma.
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YSY-1	 多発性骨髄腫細胞における小胞体ストレスとその標的治療
Endoplasmic reticulum stress and its targeted therapy of multiple myeloma

李　政樹
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名古屋市立大学大学院医学研究科　血液・腫瘍内科学
 Department of Hematology & Oncology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences

多発性骨髄腫は、過剰なM蛋白と種々のサイトカインを産生する形質細胞性腫瘍である。そのため、過剰なタンパ
ク産生およびその分泌のために、骨髄腫細胞は正常細胞と比べて高い活性を持つユビキチン・プロテアソーム系と、
高度に発達した小胞体とそれに基づいた小胞体ストレス応答機構を有している。プロテアソーム阻害剤であるボルテ
ゾミブは上記の小胞体ストレス応答機構を破綻させることで、骨髄腫細胞にアポトーシスを誘導することが言われて
おり、骨髄腫治療における併用療法の要となっている。本シンポジウムでは、骨髄腫細胞にける小胞体ストレスとそ
の応答機構について概説し、それらを標的とする治療法およびその作用機序を、プロテアソーム阻害剤中心に現在開
発中の薬剤も交えて概説する。さらには、プロテアソーム阻害剤の感受性および耐性に関わる因子を、骨髄腫細胞に
おけるユビキチン・プロテアソーム系および小胞体ストレス応答機構に関する既存の報告を交えて概説する。今後、
抗体療法を含めた数々の新規薬剤の開発が進み、実臨床に導入されてあとでも、骨髄腫細胞における小胞体ストレス
応答機構を標的とした治療（プロテアソーム阻害剤など）は、骨髄腫治療において中心的な役割を担い続けると考え
られる。

Multiple myeloma (MM) is a mature plasma cell neoplasm characterized by the excessive production of monoclonal 
antibodies and various cytokines that are essential for the proliferation and survival. Because of the overproduction of 
secretory proteins, MM cells exhibit a highly activated ubiquitin-proteasome pathway, highly developed endoplasmic 
reticulum (ER), and well-differentiated unfolded protein response (UPR), which help to counter cell stress induced 
by unfolded protein accumulation. The proteasome inhibitor (PI) bortezomib induces the apoptosis of MM cells by 
disrupting homeostasis through the accumulation of unfolded proteins in the ER. This in turn triggers fatal ER stress. 
In this study, we demonstrated the critical role of UPR in the adaptation of MM cells to ER stress. In addition, we 
introduced several treatment strategies for targeting the ER stress and UPR, focusing on PIs, and determined the 
mechanism of action of these treatments. We also identified factors associated with the sensitivity and resistance of MM 
cells to PIs involved in the proteasome pathway and ER stress response by reviewing previous studies of PI-resistant 
MM cells. Recently, novel targeted agents, including monoclonal antibodies, have been developed for treating MM and 
are expected to be approved in the future. However, treatment strategies targeting the ER stress in MM cells, such as PIs, 
would facilitate the treatment of MM even after the introduction of these novel targeted agents.
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Novel epigenetic therapies in multiple myeloma
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エピジェネティクスとはゲノム塩基配列の変化を伴わない遺伝情報の発現制御であり、エピジェネティック異常がが
んの発生や進展に重要な役割を果たしていることが明らかになってきた。多発性骨髄腫においても DNAメチル化異
常やMMSET によるヒストンH3のリジン 36番のジメチル化（H3K36me2）異常が報告され、更にヒストン脱アセ
チル化酵素（HDACs）を治療標的とする阻害剤が実臨床で使用可能となった。我々はこのような骨髄腫のエピジェ
ネティック異常の中でもH3K27me3 に着目した。ポリコーム群複合体 PRC2 を構成する EZH2 はヒストンメチル化
転移酵素活性を持ち、H3K27me3 を介して標的遺伝子の転写抑制に関わる。また EZH2 のホモログである EZH1 は
EZH2 の機能を補完している。骨髄腫では EZH2 の発現亢進が報告され、またH3K27me3 の脱メチル化酵素である
UTXの不活性型変異も報告されており、H3K27me3 の亢進が骨髄腫の発症や進展に関わる可能性が示唆されている。
我々は本研究において、EZH2・EZH1 阻害剤である UNC1999 の invitro 及び invivo での単剤での抗骨髄腫効果と
ボルテゾミブとの相乗効果が明らかとした。またUNC1999 の標的遺伝子を同定し、ボルテゾミブとの相乗効果のメ
カニズム解析を行った。EZH2・EZH1 阻害剤は骨髄腫の新たな治療戦略として有望であり、特にプロテアソーム阻害
剤との併用療法が期待される。

Epigenetics is defined as the regulation of gene expression without alteration of genomic DNA sequences. Epigenetic 
dysregulation has been considered to play important roles in the pathogenesis of cancers including multiple myeloma 
(MM). Abnormal DNA methylation and aberrant H3K36me2 levels caused by MMSET overexpression have been 
reported in MM. In addition, HDAC inhibitor is currently available in clinical practice. In this study, we focus on EZH2 
and its homolog EZH1, both of which induce H3K27me3 as the catalytic components of PRC2, resulting in repressed 
transcription of target genes. In MM, EZH2 overexpression and inactivating mutations of UTX, a histone demethylase 
which removes methyl groups of H3K27, suggest an oncogenic function of H3K27me3. We demonstrate not only the 
anti-MM effects of the dual inhibitor of EZH2 and EZH1, UNC1999, both in vitro and in vivo, but also the combination 
effects with bortezomib. We further unveil the target genes of UNC1999 as well as the detailed molecular mechanisms of 
the combination treatment. Our findings provide the rationale for this novel strategy; dual inhibition of EZH2 and EZH1 
in combination with proteasome inhibition.
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YSY-3	 多発性骨髄腫における PDPK1-RSK2 シグナル伝達経路の重要性および活性化機構の解明
The role of aberrant PDPK1-RSK2 signaling pathway activation in multiple myeloma
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近年、多発性骨髄腫（MM）の治療予後は新規薬剤の登場により大幅に改善したが、MMは今なお治癒困難な疾患で
あり、状況を打破するためには疾患特異的な異常分子をターゲットとする新薬開発が必須である。しかし、MMは症
例間における染色体・遺伝子異常が極めて多様であるうえ、症例個々においても、腫瘍サブクローン間の不均一性が
あり、標的となり得る疾患特異的かつ普遍的な分子異常を未だ同定できていない。したがって、全てのMMに共通し
た、普遍的な病態形成機構の解明は、MMの治療戦略において重要な課題である。
　我々は、MM細胞では、RAS/MAPK の最下流シグナル媒介分子である RSK2 のシグナル伝達責任部位であるN末
端キナーゼドメイン（RSK2-NTKD）が、上流からのシグナル伝達の有無によらず恒常的に活性化していることを見
出した。さらに、RSK2-NTKD の恒常的活性化は、MM細胞株ならびに約 90%の患者由来MM細胞において恒常的
に活性化している PDPK1 が制御していることつきとめた。加えて、PDPK1 は、MMの病態形成に寄与する c-MYC、
IRF4、CyclinDs、細胞死制御に必須の BIM、BAD、がん遺伝子 PLK1 など多くの分子を同時制御することで細胞増殖、
細胞生存を制御していた。さらに、PDPK1 の高発現の原因は、一部のmiRNA（miR-375）発現低下によるmiRNA-
mRNA 遺伝子発現制御バランスの破綻であることを見出し、miRNA 発現低下はプロモーター領域のメチル化に起因
することを見出した。これら一連の病態形成メカニズムは多くのMMにおいて共通しており、今後の新規治療開発の
一助になると思われる。

Multiple myeloma (MM) is a cytogenetically/molecularly heterogeneous hematologic malignancy that remains mostly 
incurable, and the identification of a universal and relevant therapeutic target molecule is essential for the further 
development of therapeutic strategy. Recently, we identified that RSK2Ser227, which is located at the N-terminal kinase 
domain and is one site responsible for substrate phosphorylation, is activated through phosphorylation regardless of 
he type of cytogenetic abnormalities or upstream molecular signaling in MM cell lines and patient-derived primary 
myeloma cells. In addition, the activation of RSK2Ser227 is regulated by PDPK1, which is activated in all MM cell 
lines examined and myeloma cells of approximately 90% of symptomatic patients, regardless of the type of cytogenetic 
abnormality, the mutation state of RAS and FGFR3 genes. PDPK1 is a pivotal regulator of molecules that are essential 
for myelomagenesis, such as RSK2, AKT, c-MYC, IRF4, or Cyclin Ds, and that PDPK1 inhibition caused the growth 
inhibition and the induction of apoptosis with the activation of BIM and BAD. Furthermore, the universal PDPK1 up-
regulation in MM cells is caused by the repression of some miRNA-mediated post-transcriptional gene silencing. This 
miRNA (miR-375) expression is universally decreased in MM patients and MM cell lines, and the expression levels 
are correlated to the clinical stage of MM. The mechanism of miR-375 down-regulation is associated to the aberrant 
promoter DNA methylation. These results could contribute to new therapeutic strategies for MM.
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多発性骨髄腫 (MM) は、骨髄微小環境に依存した進展を示し、広範な骨破壊病変を形成する。我々は骨髄腫細胞と骨
髄微小環境との相互作用により両者に Pim-2 が発現誘導され、腫瘍進展と骨病変の形成に重要なシグナルを媒介して
いることを報告したが、最近 Pim-2 の発現誘導に関わる上流因子として TGF-b-activatedkinase1(TAK-1) を見出し
た。そこで、TAK-1 の MM腫瘍進展や骨破壊における役割を検討した。1)MM細胞において TAK-1 の発現およびリ
ン酸化が亢進していた。また、TAK-1 阻害薬 LLZ1640-2(LLZ)は MM細胞に細胞死を誘導した。さらに、TAK-1 阻
害は Pim-2 の抑制だけでなく、MMの生存・増殖に深くかかわっている転写因子 Sp1 の発現も抑制した。また、LLZ
は骨髄間質細胞の VCAM-1 や IL-6 の発現を抑制し、MM細胞との接着を抑制した。2)MM細胞培養上清 (MMCM) や
MMにおける骨芽細胞分化抑制因子は骨髄間質細胞の TAK-1 のリン酸化を誘導した。LLZ は、MC3T3-E1 において
MMCMの添加下で抑制された骨芽細胞分化を回復した。3)TAK-1 阻害によりMMにおける破骨細胞分化促進因子で
ある RANKL による破骨細胞形成亢進を抑制した。4)LLZ はマウス骨髄腫モデルにおいて腫瘍の著明な縮小と骨破壊
病変形成を抑制した。以上の結果より、TAK-1 はMMの腫瘍進展と骨破壊病変形成を促進する枢軸的な制御因子であ
り、TAK-1 阻害薬は腫瘍抑制とともに骨病変の進行抑制と骨再生をもたらす新規治療薬の候補と考えられる。

Multiple myeloma (MM) has a unique propensity to develop and expand almost exclusively in the bone marrow and 
generate destructive bone disease. We have reported that Pim-2 is overexpressed in MM cells and their surrounding cells 
in bone lesions, and that treatment with Pim inhibitors markedly suppressed MM tumor growth and bone destruction. 
We recently found TGF-b-activated kinase-1 (TAK-1) as an upstream mediator responsible for Pim-2 up-regulation. 
We therefore extended our study to clarify the role of TAK-1 in tumor growth and bone destruction in MM. TAK-1 was 
constitutively over-expressed and phosphorylated in MM cells. The TAK-1 inhibitor LLZ1640-2 (LLZ) dose-dependently 
suppressed MM cell growth, and induced apoptosis. Because Sp1 induces the expression of various factors responsible 
for MM cell growth and survival, Sp1 reduction by the TAK-1 inhibition appears to contribute on suppression of MM cell 
survival. Phosphorylation of TAK-1 was also induced in bone marrow stromal cells by inhibitors of osteoblastogenesis in 
MM as well as MM cell conditioned media. However, LLZ restored osteblastogenesis in the presence of these inhibitory 
factors. Furthermore, LLZ suppressed osteoclastogenesis by RANK ligand. Finally, treatment with LLZ potently 
suppressed MM growth in MM mouse models. Taken together, these results suggest that TAK-1 plays a pivotal role in 
MM tumor growth and bone destruction, and that TAK-1 may become an efficacious therapeutic target in MM.
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YSY-5	 免疫チェックポイント分子 B7-H1(PD-L1) を介した多発性骨髄腫の病態進行
Disease progression mediated via the immune checkpoint molecule B7-H1 (PD-L1) in 
multiple myeloma

石橋　真理子、田村　秀人、砂川　実香、猪口　孝一
MarikoIshibashi,HidetoTamura,MikaSunakawa,KoitiInokuchi

日本医科大学　血液内科
 Division of Hematology, Department of Medicine, Nippon Medical School

B7-H1(PD-L1,CD274) は、多発性骨髄腫 (MM) 患者の形質細胞に高発現しており、B7-H1 － PD-1 相互作用により
腫瘍特異的 T細胞 (CTL) の活性を抑制する。更に B7-H1 がMM細胞の増悪化を誘導するのか解析した。B7-H1 陽性
MM細胞は、B7-H1 陰性細胞と比較し、細胞増殖能と薬剤抵抗性が高く、さらにレンチウイルス shRNA 発現システ
ムを用いて作成した B7-H1 ノックダウンMM細胞では cyclinD3 と Bcl-2 の発現が低下し、増殖能の低下、薬剤感受
性亢進を示した。これより、B7-H1 は、MM細胞の細胞周期亢進とアポトーシス抑制に寄与することが明らかになっ
た。更にその機序として、B7-H1 発現のMM細胞に、その受容体 PD-1 が結合した際に、B7-H1 を介してMM細胞
に reversesignal が入るのか解析した。B7-H1 発現MM細胞に PD-1-Fc 蛋白質を結合させることにより、抗がん剤に
よるアポトーシスの抑制が誘導された。その薬剤耐性は、AKT とMAPK/ERK 経路の阻害剤によって解除された。骨
髄腫細胞において B7-H1-PD-1 相互作用は、CTL 抑制による腫瘍免疫回避だけでなく、MM細胞の薬剤抵抗性の獲得
誘導に関与していた。これらの結果より、B7-H1 高発現の難治性MMに対して、B7-H1 を標的とした治療が有用で
あると考えられた。

B7-H1 (PD-L1, CD274) is highly expressed by plasma cells from multiple myeloma (MM) patients and inhibits tumor-
specific cytotoxic T cells (CTLs) via the B7-H1 － PD-1 interaction. We investigated whether the B7-H1 molecule is 
associated with aggressive myeloma behavior in MM cells. B7-H1-positive MM cells were more proliferative and less 
susceptible to antimyeloma agents than B7-H1-negative cells. B7-H1-knockdown MM cells established in a lentiviral 
shRNA system proliferated less and were more sensitive to antimyeloma agents, with downregulation of cyclin D3 and 
Bcl-2 expression. Thus, B7-H1 molecules contribute to MM cell cycle progression and suppression of drug-induced 
apoptosis. Next, we examined whether the reverse signal is induced in B7-H1-expressing MM cells by binding of its 
receptor PD-1. PD-1-Fc bead-treated B7-H1-expressing MM cells showed drug resistance, which was suppressed by both 
AKT and MAPK/ERK signal transduction inhibitors. Therefore, the B7-H1-PD-1 interaction is associated not only with 
evasion from CTL-mediated tumor immunity but also acquisition of MM cell resistance to antimyeloma agents. These 
results indicate that the B7-H1 molecule is a useful therapeutic target in B7-H1-higly positive refractory MM patients.
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W1-1	 日本骨髄腫学会における多施設共同後方視的調査研究
A multicenter retrospective collaborative study of the Japanese Society of Myeloma

○尾崎　修治 1、齋藤　貴之 2、半田　寛 3、名倉　英一 4、清水　一之 5、村上　博和 2

ShujiOzaki1,TakayukiSaitoh2,HiroshiHanda3,EiichiNagura4,KazuyukiShimizu5,HirokazuMurakami2

1徳島県立中央病院　血液内科、2群馬大学大学院保健学研究科　生体情報検査科学、3群馬大学　血液内科、4中東遠
総合医療センター　血液内科、5国立病院機構東名古屋病院　血液内科
 1Department of Hematology, Tokushima Prefectural Central Hospital, 2Department of Laboratory Sciences, Graduate School 
of Health Sciences, Gunma University, 3Department of Hematology, Gunma University, 4Department of Hematology, Chutoen 
General Medical Center, 5Department of Hematology, National East Nagoya Hospital

【背景】多発性骨髄腫は症例毎に多彩な病態を呈し，予後も多彩である。一昨年，日本骨髄腫学会は 2001-2012 年の
症候性骨髄腫患者を対象とした調査を行い，最新の治療成績を報告した。最近，予後指標として有用な International
StagingSystem(ISS) に，血清 LDH 値と FISH による染色体異常 [t(4;14),t(14;16),del(17p)] の結果を組み入れた
RevisedISS(R-ISS)が提唱されている。今回，我々は本邦におけるこれらの予後因子の関連性について検討を加えた。【対
象と方法】38施設より 4138 例の調査票を回収し，FISH や染色体解析が行われた 788 例を対象とした。【結果】生
存期間に関する多変量解析では，アルブミン，b2MG，LDH，FISH での異常 [t(4;14),t(14;16),del(17p)] の他に，染
色体分析での異常が予後不良因子であった。ISS 病期（I,II, III）による生存期間の中央値は 100.7,65.2,50.9 か月で
あったが，R-ISS 病期では 152.8,65.2,45.3 か月であり，病期間の差はより顕著であった。【考察】ISS の決定因子の
アルブミン，b2MGに加えて R-ISS の LDH高値や FISH異常，および染色体異常は本邦においても予後不良因子であり，
今後の治療戦略を確立する上で考慮すべき要因である。

Multiple myeloma (MM) is a heterogeneous disease in the treatment outcome due to the differences in disease- and 
patient-related prognostic factors in each patient. The Japanese Society of Myeloma had surveyed the clinical features 
and treatment outcome of patients diagnosed and treated between 2001-2012, and reported the improved survival at 
the annual meeting two years ago. Recently, a Revised ISS model (R-ISS) based on the ISS stages, serum LDH, and 
cytogenetic abnormalities (CA) represented by [t(4;14), t(14;16), or del(17p)] has been proposed. In the present study, 
we have evaluated the clinical relevance of these prognostic factors in Japanese patients. Individual patient data of 
4138 patients were collected from 38 centers. Analyses were only feasible in 788 patients of the 4138 patients in whom 
complete data had been available. Multivariate analysis revealed that the following five factors were independently 
associated with poor prognosis: serum albumin, b2MG, LDH, CA by FISH, and karyotype abnormality by G-banding. 
Median OS according to the ISS and R-ISS stages (I/II/III) were (110.7/65.2/50.9) months, and (152.8/65.2/45.3) 
months, respectively. Difference between the stages looked more prominent in the R-ISS than in the ISS. In conclusion, 
the determinants of the ISS and R-ISS are also prognostic in Japanese patients and these factors should be taken into 
consideration when assessing treatment outcome and establishing a treatment strategy.
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W1-2	 骨髄腫関連疾患症例登録研究：関西骨髄腫フォーラムと日本血液学会
Multiple myeloma related diseases registry studies -KMF and JSH-

柴山　浩彦
HirohikoShibayama

大阪大学大学院医学系研究科　血液・腫瘍内科
 Department of Hematology and Oncology, Osaka University Graduate School of Medicine

多発性骨髄腫（MM）の治療では、ボルテゾミブ、サリドマイド、レナリドミドが登場し、治療成績が飛躍的に向上
した。また、現在、数多くの有望な新薬が開発されている。しかし、今後の本邦におけるMM治療のさらなる進歩の
ためには、日本人MM関連疾患患者の疫学から治療成績・予後に関するまとまった情報を創出し共有していくことが
重要であると考えられた。そこで、我々は 2012 年 11 月に、「KansaiMyelomaForum(KMF)」を設立した。KMFは、
関西におけるMM関連疾患の疫学・治療成績に関するデータベースを作り、共に最新情報を学ぶことで、関西に留ま
らず本邦のMM治療の発展を図ろうとする活動組織である。KMFに参加した医師が、自らが診療をおこなった患者
データをインターネット上の症例登録サイトに登録することで、実診療における骨髄腫関連疾患の治療成績に関する
データベースを作成することが可能となった。当初、5年間で 3000 例のデータを登録することを目標として設定し、
約 3年 4ヶ月経過した時点の登録症例数は約 2200 例となっている。これまでに、登録したデータを解析し、学会や
論文でその成果を報告してきた。また、この活動が評価され、日本全体で、同様のMM関連疾患データベースを作成
することが日本血液学会にて決定され、2016 年 4月からの症例登録開始が予定されている。本ワークショップでは、
これらの症例登録研究を紹介する。

The treatment outcome of multiple myeloma (MM) has been marvelously improved by the novel drugs, such as 
bortezomib, thalidomide and lenalidomide. Furthermore, many new anti-MM drugs are under development. However, 
in order to make further progress in the MM treatment, making the Japanese MM patients’ database concerned with the 
epidemiology, treatment outcome and prognosis was thought to be essential. Then, we organized Kansai Myeloma Forum 
(KMF) in November 2012. KMF was founded to make the MM related diseases’ database in Kansai area and to know the 
real clinical practice of MM patients. The distinctive feature of KMF activity was that the medical doctors who see the 
MM patients input their data on internet by themselves, which make a database directly. Approximately 2,200 patients’ 
data were registered until March 2016, finally aiming at 3,000 patients’ data within five years. The analysis results of this 
database were reported in the meetings and the papers thus far. This KMF activity was evaluated and the MM related 
diseases’ database all over Japan was thought to be important. Then, Japanese Society of Hematology decided to make 
the database of MM related diseases in connection with the Ptosh system and will start the MM registry study from April 
2016. In this workshop, both of these registry studies will be presented.
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W1-3	 JMNおよび IMF/AMN/JMNによる国内・国際多施設共同研究
Clinical trials conducted by JMN and IMF/AMN/JMN

小杉　浩史
HiroshiKosugi

大垣市民病院　血液内科
 Department of Hematology, Ogaki Municipal Hospital

2015 年に「ヒトを対象とする医学系研究に関する倫理指針」（以下、新倫理指針と略称）として改定され、いわゆる
介入試験に求められる臨床研究実施体制のハードルが上がったといえる。JMN(JapanMyelomaNetwork：日本骨髄
腫ネットワーク）は、2011 年に活動を開始し、骨髄腫領域における質の高い臨床研究実施体制の構築をめざし、活
動してきた。全国規模の国内多施設共同試験として、COMETSTUDY、CANDLESTUDY を開始し、IMF/AMNとの国
際共同試験として AMN001STUDY を行っている。新倫理指針後に開始されたのが AMN001STUDY である。
新倫理指針で新たに要求されるポイントは以下があげられる。（１）機関の長、倫理委員会等、研究者の責務の明確化、
（２）データの信頼性確保の強化、（３）原資料の保管体制の強化、（４）利益相反規定、（５）研究資金の明確化など
である。
さらに、国際共同臨床試験を企画・実施する場合には、J-GCP と ICH-GCP の差異を理解している必要があり、また、
研究資金拠出と関係において、適切な契約締結を要する。
これらを、実際の経験に基づき、どのように JMNが実施体制を構築してきたかを中心に提示し、骨髄腫領域におけ
る臨床研究体制について、本ワークショップでの議論の一助としたい。

Ethical Guidelines for Medical and Health Research Involving Human Subjects'<br>came into effect on April 2015. 
Japan Myeloma Network (JMN) as a trialist group in myeloma was established in 2011, and JMN has conducted 
domestic trials in myeloma such as COMET STUDY, CANDLE STUDY and also has collaborated with Asian Myeloma 
Network (AMN) of International Myeloma Foundation (IMF)  for AMN001 STUDY as the international trial.
New ethic guidelines have requested 1) clarification of of faculty chairman, ethical committee/IRB and investigators, 2) 
strengthen reliability of data, 3) storage of original source materials, 4) management of COI, adn 5) transparencey and 
clarification of research funding.
If investigators would like to conduct the international clinical trials in Japan, they must understand the differences of 
J-GCP and ICH-GCP.
I would like to discuss about clinical trials for myeloma in Japan through presentation of JMN experience as how JMN 
has managed and construct the research procedures these yeras.



ワークショップ

W2-1	 蛋白分子異常症を呈するM蛋白血症
Proteinopathy in plasma cell dyscrasia - cryoglobulinemia, crystal globulinemia and other 
disorders-

三輪　哲義
AkiyoshiMiwa

国立国際医療研究センター　血液内科
 Department of Hematology, Natiional Center for Global Health and Medicine

M蛋白血症は骨髄腫 (MM) 症例の大部分で見られる。M蛋白に正常の免疫グロブリン分子に認められない特性が
生じ、諸症状を呈するに至る病態を広く蛋白分子異常症 proteinopathy と呼ぶ。症候性MMの判定には CRAB や
MDE が用いられるが、これらが無くても proteinopathy で QOL や ADL 障害が生じる際には治療介入が必要となる。
cryoglobulinemia(CG) は代表的な病型である。血管炎、皮疹や皮膚潰瘍や血尿、神経症状等が生じる。CGは、加熱
で症状軽快に至るとされるが、加熱で軽快しない heatinsolubleCG も知られている。M蛋白自体が結晶化する病態
も存在する。crystalglobulinemia( 結晶蛋白血症 )(CrysG) が代表的病型であるが、皮疹や皮膚潰瘍等を含む諸症状の
発現に至る。自験例では CRAB 症状は無く足底部の皮膚潰瘍で歩行障害に至ったため､ IMID を開始､ CR 達成と共に
症状が消失した。cryo-crystalglobulinemia は同一症例での CGと CrysG との併発例である。低温以外の温度閾で病
的意義を示す病型には pyroglobulinemia(PG) が含まれる。M蛋白の分子異常による諸病態の把握も､ MMの実地診
療に有用と考えられる。

In some myeloma (MM) cases, organ damages can be caused by the intrinsic M-protein (MP)-related abnormalities not 
observed in normal gamma-globulins. This entity is summarized as 'proteinopathy (PP)'. Symptomatic MM is defined 
by CRAB/MDE, but in MM with PP, therapy can be started due to PP-related damages, even in MM without CRAB/
MDE. Cryoglobulinemia (CG) is one of PP, which is associated with vasculitis, renal damage, neurological deficit, and 
etc. Some cryoglobulins are not soluble after heating (heat insoluble CG). Crystal globulinemia (CrysG) is a type of PP, 
where crystal can be formed in sera , complicated by skin changes & etc. CG and CrysG might overlap (crystal CG). One 
of other PP is pyroglobulinemia where abnormalities are prominent not in cold state. PP shows spectrum. Taking PP into 
consideration might be useful, especially in symptomatic MM without CRAB/MDE.
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W2-2	 骨髄腫におけるオリゴクローナルバンドの出現の臨床的意義の検討
Clinical significance of oligoclonal bands  in patients with multiple myeloma

藤澤　学、末原　泰人、福本　浩太、成田　健太郎、碓井　喜明、竹内　正美、末永　孝生
ManabuFujisawa,YasuhitoSuehara,KotaFukumoto,KentaroNarita,YoshiakiUsui,MasamiTakeuchi,KoseiMatsue

亀田総合病院　血液・腫瘍内科
 Division of Hematology/Oncology, Department of Medicine, Kameda Medical Center

【目的】多発性骨髄腫において、造血幹細胞移植後の oligoclonalband(OB) の検出は予後良好因子とされているが、
その意義については明らかではない。今回、我々は骨髄腫治療後の OBの検出に関する臨床的意義について検討し
た。【方法】2008 年から 2014 年までに当院にて診断された多発性骨髄腫 163 例のうち、OBの検出群と非検出群
について、治療効果の分布、生存曲線を比較検討した。血清の免疫固定法は、VGPR 以上の治療効果を得た時点か
ら３ヶ月ごとに施行された。FLC の測定とMFC によるMRD 評価は、治療効果を評価するために施行された。【結
果】対象となった 163 例の中で、OBを検出したのは 40 例であった。OBの検出率は、CR の患者で 51.8%、VGPR
で 36.3%、PR もしくはそれ以下の治療効果で 0%であった。OB検出群は、非検出群と比較して有意に予後良好で
あった (PFS;P=0.028,OS;P<0.001)。しかしながら VGPR 以上もしくは CRに限った群で比較すると、OBの検出は、
PFS(P=0.621,P=0.646)、OS(P=0.189,P=0.766) に影響を与えなかった。

The emergence of oligoclonal bands (OB) has been reported in patients with multiple myeloma (MM) after stem cell 
transplantation (SCT) or successful chemotherapy. However, their clinical relevance remains unclear. We reviewed the 
clinical records of MM patients from January 2006 to May 2014. Treatment response was evaluated by IMWG criteria. 
Serum immunofixation tests were performed at least every 3 months if the patient achieved more than VGPR. Free 
light chain (FLC) and minimal residual disease measurement by multicolor flow cytometry (MFC) were performed to 
evaluate the response to treatment. Among the 163 patients included in the study, 40 developed OB. Detection rates of 
OB in patients with CR, VGPR and PR or less were 51.8, 36.3 and 0%, respectively. Patients with OB showed better 
PFS and OS rates than those without OB (P = 0.028 and P < 0.001, respectively). However, if the patients were limited 
to ≥ VGPR or CR, development of OB did not affect PFS (P = 0.621 and P = 0.646, respectively) or OS (P = 0.189 and 
P = 0.766, respectively). OB was observed in 60% of patients after SCT, and in 36.6% of patients with more than VGPR 
without SCT (P < 0.001). Patients with OB tended to have less MRD than those without OB (P = 0.054) and its presence 
may affect the stringent CR criteria. In conclusion, the emergence of OB was seen exclusively in patients with favorable 
responses, but its emergence per se could not be translated to improved survival.



ワークショップ

W2-3	 腹壁脂肪吸引の手技・有用性
Abdominal subcutaneous fat pad aspiration for the diagnosis of AL amyloidosis

宮崎　寛至
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日本赤十字社医療センター　血液内科
 Department of Hematology, Japanese Red Cross Medical Center

腹壁脂肪吸引生検は安全かつ簡単にできる検査であり、アミロイドーシスの診断のための第一選択のひとつである。
海外では古くから行われている検査であるが、本邦では報告が少なく、あまり広まっていない検査であると考えられ
る。腹壁脂肪吸引生検の手技そのものは 5分程度で終了し、重篤は合併症はまず生じない。当院で腹壁脂肪吸引生検
を 100 件以上行っているが、合併症は軽度な出血のみであり、輸液や輸血が必要になったり、感染をおこしたりした
例はない。一方で腹壁脂肪吸引生検はアミロイドの検出率が高く約 80％程度である。免疫染色も可能であり、アミ
ロイドが検出された症例の約 70％でアミロイドの型の同定が可能である。この数字は心臓や腎臓などの障害臓器を
生検した場合と同等であり、腹壁脂肪吸引生検は侵襲が少なくかつ迅速に診断が可能な手技といえる。手技および病
理診断には経験がある程度必要であり、その経験を共有することにより本邦でのアミロイドーシスのさらなる診断の
向上につながると考えられる。本講演では実際の手技について詳細に説明し、また病理標本の所見を Congored、偏
光顕微鏡、免疫染色を含め発表する。

Tissue biopsy is essential for the diagnosis and typing of amyloidosis. Given its safety and ease, abdominal fat pad is the 
first biopsy site of choice. The most frequent type of systemic amyloidosis is immunoglobulin monoclonal light chain 
(AL) amyloidosis and the treatment of systemic amyloidosis is type-specific. Thus accurate confirmation and typing of 
amyloidosis are of paramount importance to decide the treatment. Administration of cytotoxic chemotherapy to non-
AL amyloidosis patients not only burdens them with unnecessary risks but may also prevent them from receiving the 
necessary treatment. Abdominal fat pad aspiration is easiest and has a sensitivity of 70%-80%. Using commercially 
available stains, the type of amyloid can be detected in about 70% cases of AL amyloidosis. Previous studies using 
immunohistochemical staining of amyloid in affected organs showed successful typing rates in 70%-94%. When an 
adequate amount of amyloid deposition is biopsied, abdominal fat pad aspiration can diagnose and type amyloidosis with 
a high diagnostic value without the need for more invasive procedures such as cardiac muscle biopsy or renal biopsy. 
This session demonstrates this procedure to obtain adequate amount of amyloid.



ワークショップ

W2-4	 AL アミロイドーシスの診断
Diagnostic approach for ALamyloidosis

畑　裕之
HiroyukiHata

熊本大学生命科学研究部　生体情報解析学
 Division of Informative Clinical Sciences, Faculty of Medical Sciences, Kumamoto University

AL アミロイドーシスの診断には、第一に本疾患を疑うことが重要である。次いで、生検を行いアミロイド沈着を証
明し、アミロイドの原因が免疫グロブリン軽鎖であることを示すことで確定診断が行われる。
しかし、現実には診断に至るまでに様々な困難が存在する。すなわち、1:AL アミロイドーシスを疑うべき症状に特
異的なものがないために、本疾患が見過ごされうること、2：アミロイド沈着が疑われる臓器の生検が困難である場
合が多いこと、3：コンゴーレッド染色と組み合わせて行われる過マンガン酸カリウム染色の特異性が十分でないこと、
4：免疫染色による免疫グロブリン軽鎖の検出感度が低いことなどである。
本講演では、これらの現状を総括し、問題点を明確にしたうえでどのように問題を克服すべきかについて内外のレ
ビューおよび自験例を用いて解説する。特に、予後に大きな影響を与える心アミロイドーシスについては、画像診断
の進歩について述べる。また、近年普及しつつある質量分析装置を用いた診断および本疾患に合併する凝固異常につ
いても概説する。

Diagnosis of ALamyloidosis could not be made without having a thought of this disease. Once suspect of the disease is 
made, one should proceed to biopsy of damaged organs, prove deposition of amyloid and confirm causative substances 
within the lesions.
 However, there are substantial problems in making diagnosis of ALamyloidosis. Because of lack in specific symptoms 
providing suspicion of this disease thereby overlooking of ALamyloidosis patients are not rare. Besides that, biopsy 
of damaged organs is not usually easy because of clinical risks such as hemorrhage. Even though the biopsy has 
successfully performed, staining of samples with Congo Red combined with KMnO4 is not specific or sensitive enough 
for conclusive diagnosis. Moreover, immunostaining for immunoglobulin light chains is not always successful. 
 In this review, these numerous problems in diagnosing ALamyloidosis are pointed and some solutions for these 
complicated problems will be proposed. Especially, progresses in making diagnosis of cardiac amyloidosis by various 
imaging technology is addressed. Other modalities for diagnosis, such as mass spectrometry or dysregulation of 
fibrinolysis, are explained.



ワークショップ

W2-5	 Castleman 病と TAFRO症候群
Castleman disease and TAFRO syndrome

中世古　知昭
ChiakiNakaseko

千葉大学医学部附属病院　血液内科
 Department of Hematology, Chiba University Hospital

Castleman 病は 1954 年に Castleman が angio-follicularlymphnodehyperplasia の病理組織像を有する単発性リン
パ節腫脹を報告したのが最初であり，その後これは現在では unicentricCastlemandis(UCD) に分類される。その後，
全身多発リンパ節腫脹を来す症例をmulticentricCastlemandis(MCD) と称するようになった。また，病理学的に
hyaline-vascular(HV) 型と plasmacell 型の 2型に分類される。海外ではHHV-8 や HIV 感染に伴うものが多いが，我
が国では陰性例がほとんどであり，idiopathicMCD(iMCD) とも称される。原因は不明であるが，全身炎症，ウイル
ス感染，傍腫瘍症候群などが原因となり，IL-6 をはじめとする高サイトカイン血症を来すと考えられている。MCD
で見られる形質細胞増加，多クローン性高γグロブリン血症は反応性である。MCDでは血中 IL-6 が高値であり，抗
IL-6R 抗体 tocilizumab が病状の改善に有効であるが，tocilizumab 投与中血清 IL-6 はさらに高値となり，生涯継続
しなければならない。一方，リンパ節病理は Castleman 病 HV 型の像を取りながら，血小板減少症，全身浮腫，小
球性貧血，発熱，骨髄線維化，腎不全，臓器腫大，IL-6 上昇といった一連の徴候を有する症例について，2013 年に
Masaki らは新たな疾患概念を提唱し主要徴候から TAFRO 症候群と命名した。TAFRO 症候群はMCDと異なり，ステ
ロイド等の免疫抑制療法に対する反応性は比較的良好である。これら 2疾患の特徴と最近の知見について，自験例を
例示し解説する。

Castleman disease (CD) was first described by Dr Castleman as a case of angio-follicular lymph node hyperplasia in 
1954. CD has been classified histopathologically as either hyaline-vascular or plasma cell type. The hyaline-vascular 
type is generally localized (unicentric CD; UCD), while multicentric CD (MCD) is a polyclonal lymphoproliferative 
disorder that manifests as marked hyper-γ globulinemia, severe inflammation, anemia and thrombocytosis. In western 
countries, this syndrome is commonly associated with human herpes virus-8 (HHV-8) infection as well as human 
immunodeficiency virus (HIV) but most Japanese patients are negative for both HHV-8 and HIV. These are referred 
to idiopathic MCD (iMCD). The etiology of iMCD proinflammatory hypercytokinemia including IL-6 is not known 
and may be viral, inflammatory, or neoplastic. Tocilizumab, an anti-IL-6 receptor mAb that is approved to treat MCD 
in Japan, has demonstrated significant effectiveness in inducing and maintaining remission. Tocilizumab treatment 
increased serum levels of IL-6 and soluble IL-6R and patients should continue the treatment for life long. Recently, 
a limited series of iMCD cases in Japan sharing a constellation of clinical features, including thrombocytopenia, 
anasarca, microcytic anemia, fever, reticulin fibrosis, renal dysfunction and organomegaly has been described as TAFRO 
syndrome. Surprisingly, none of the cases demonstrated marked hyper-γglobulinemia, which is frequently reported in 
iMCD. Patients with the syndrome responded well to immunosuppressive therapy with cyclosporine and prednisolone. In 
this workshop, clinical features and recent advances in the two syndromes will be discussed showing our own cases. 
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O-1	 自家移植施行多発性骨髄腫 (MM) における ASO-PCR,ddPCR,NGS によるMRD検出の比較
A comparison of MRD detection among ASO-PCR, dd-PCR and NGS in pts with MM who 
underwent ASCT
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1 Department of Hematology, Kanazawa University, 2 Division of Internal Medicine, Keiju Kanazawa Hospital, 3 Adaptive 
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今回、自家移植施行MMにおけるMRD検出を ASO-PCR,ddPCR,NGS で行い、比較検討した。
方法：自家移植後追加治療の行われなかった新規MM症例（n=23）の自家移植片MRDを検査し、予後解析を行った。
結果：19症例のMRDが ASO-PCR と ddPCR で評価可能であったが、NGS では 23症例すべてのMRDが評価できた。
ASO-PCRでは自家移植片MRDが陰性(MRDASO(-))であった19症例のうち、7症例はddPCRでMRD陽性(MRDddPCR(+))、
12症例はNGSでMRDが陽性 (MRDNGS(+)) であった。また、MRDddPCR(+) 症例 (n=7,Group1) とMRDddPCR(-) 症例 (n=12,
Group2)、MRDNGS(+)症例(n=12,Group3)と MRDNGS(-)(n=11,Group4) を比較したところ、MRD陰性症例は良好な
PFS であった（Group1vsGroup2,P=0.028;Group3vsGroup4,P=0.033）。さらに、MRDddPCR(-)&MRDNGS(+)(n=5,
Group5) を Group4 と比較したところ、Group4 は Group5 と比べて良好な PFS の傾向を示した（P=0.063）。
結論：MRD検出感度と PFS 予測については、NGS、ddPCR、ASO-PCR の順に優れていた。

Here we assessed the prognostic value of MRD assessment in autografts from MM patients in the autologous stem cell 
transplantation (ASCT) setting using ASO-PCR, droplet digital PCR (ddPCR) and next-generation sequencing (NGS). 
Methods: Twenty-three patients with newly diagnosed MM without any post-ASCT therapy were retrospectively 
analyzed. 
Results: Nineteen patients could be analyzed by ASO-PCR and ddPCR, while all 23 patients could be analyzed by NGS. 
We compared MRD results in autografts between ddPCR and NGS. Although 19 samples were MRD negative by ASO-
PCR (MRDASO(-)), 12 samples were MRD positive by NGS (MRDNGS(+)) and 7 samples were MRD positive by ddPCR 
(MRDddPCR(+)). To investigate the value of sensitive MRD detection in autografts by ddPCR and NGS, we compared 
PFS in 7 MRDddPCR(+) cases (Group 1) with 12 MRDddPCR(-) cases (Group 2) and 12 MRDNGS(+) cases (Group 3) with 
11 MRDNGS(-) (Group 4). Group 2 and Group 4 showed significantly better PFS than Group 1 (P = 0.028) and Group 3 
(P=0.033), respectively. We also compared 5 MRDddPCR(-) & MRDNGS(+) cases (Group 5) with 11 MRDNGS(-) cases (Group 
4). Group 4 tended to show better PFS than Group 5 (P=0.063). 
Conclusions: Although the ddPCR had improved sensitivity in detecting MRD in autografts and demonstrated higher 
prognostic value compared with ASO-qPCR, the NGS platform showed the highest sensitivity and prognostic value 
among these methods.
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O-2	 IL-10RB 遺伝子多型はサリドマイド /ボルテゾミブ治療患者の予後に影響する
IL-10RB K47E affects the prognosis of multiple myeloma patients treated with thalidomide/
bortezomib
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[ 序論 ]IL-10 は抗炎症性サイトカインの一つであり、骨髄腫細胞の増殖にも関与することが報告されている。今
回 IL-10 および IL-10R 遺伝子多型とMMの発症、予後との関係を明らかにするために、IL-10 プロモーター多型
-592C/A とレセプター多型 IL-10RAI224V、IL-10RBK47E の解析を行った。
[ 対象と方法 ]MMと診断された患者 128 名と健常者 202 名を対象とした。各 SNPs の遺伝子型の決定には PCR-
RFLP 法を用いた。
[ 結果 ]健常者とMM患者における、各 SNPs の遺伝子型頻度およびアレル頻度に有意差は認められなかった。MM
患者において遺伝子型により臨床背景を比較したところ、IL-10RAII 型の患者は IV/VV 型に比べ、有意にHb(g/dl)
が低値を示した（平均値± SD,9.21 ± 2.46vs.10.3 ± 2.33,P=0.021）。さらに、IL-10-592AA 型（低産生型）は
CA/CC 型（高産生型）の患者に比べ、OS が有意に長かった（生存中央値 ,74.5Mvs.46.3M,P=0.047）。さらに、
新規薬剤（サリドマイド・ボルテゾミブ）治療を受けた患者（新規薬剤治療群）において各 SNPs の遺伝子型により
臨床背景を比較したところ、IL-10RBEE 型（高活性型）が KK/KE 型（低活性型）に比べて有意にOSが短かった（生
存中央値 ,46.3Mvs.78.8M,P=0.015）。
[ 結語 ]IL-10 および IL-10R 遺伝子多型は、MM患者の臨床背景および予後への関与が示唆された。特に新規薬剤治
療群において、IL-10RB の高活性型の EE型は予後不良であり、新規薬剤治療の予後因子としての可能性が示唆された。

[Introduction] Interleukin-10 (IL-10) and IL-10 receptor (IL-10R) polymorphisms have been implicated in many 
diseases. We investigated the influence of IL-10 -592C/A, IL-10RA I224V and IL-10RB K47E on the risk to develop 
multiple myeloma (MM) and clinical features of MM. 
[Materials & Methods] We extracted the genomic DNA from 128 MM patients and 202 healthy controls. Genotypes 
were determined by PCR-RFLP method.
[Result] There were no statistically significant differences in the genotype and allele frequencies of IL-10 -592C/A, 
IL-10RA I224V and IL-10RB K47E between MM patients and control group. By contrast, IL-10RA II genotype was 
significantly associated with lower hemoglobin level (P=0.021). IL-10 -592 AA genotype was significantly associated 
with better survival (median overall survival, 74.5 M vs. 46.3M, P=0.047). In patients treated with thalidomide and/or 
bortezomib, In addition, IL-10RB EE genotype was significantly associated with poor survival (median overall survival, 
46.3M vs. 78.8M, P=0.015). 
[Conclusion] Our findings indicate that IL-10 and IL-10R gene polymorphisms may not contribute to susceptibility 
to MM, but they may be associated with the severity and prognosis of MM. Especially, IL-10RB K47E polymorphism 
influence the poor prognosis of patients received treatment with thalidomide and/or bortezomib. We suggest that IL-
10RB K47E might be used as a prognostics marker in MM patients treated with thalidomide and/or bortezomib.
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O-3	 多発性骨髄腫におけるmiR-375 のエピジェネティック異常による PDPK1 発現亢進
The epigenetic dysregulation of miR-375 for PDPK1 overexpression/activation in multiple 
myeloma
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[ 緒言 ]近年、我々は多発性骨髄腫 (MM) において、ほぼ普遍的に PDPK1 が発現亢進・活性化状態に有り、MMの病
態形成の中心的役割を果たすことを同定すると共に (ChinenY,CancerRes2014)、PDPK1 発現亢進・活性化の分子
メカニズムの一つとしてmiR-375 発現低下を報告した (TatekawaS,骨髄腫学会2015)。今回、我々はMMでのmiR-
375 発現低下におけるエピジェネティック異常につき報告する。[ 方法 ]miR-375 発現レベルを定量的 RT-PCR にて
MM細胞株(n=11)、患者由来形質細胞(MGUSn=31,NDMMn=34,RRMMn=44)において検討した。miR-375プロモー
ター領域メチル化についてはMSP 法にてMM細胞株 (n=8)、患者由来形質細胞 (MGUSn=8,NDMMn=14,RRMM
n=32) において検討した。[ 結果 ]正常形質細胞と比しMGUS 含む患者由来形質細胞では有意にmiR-375 発現低下
が認められた。さらにmiR-375 の発現低下の機序としてmiR-375 遺伝子プロモーター領域のメチル化がMM細胞株
(8/8)、並びに患者由来形質細胞 (MGUS7/8,NDMM8/14,RRMM15/32) で認められた。MM細胞株において SGI-
110 処理、トリコスタチン A処理によりmiR-375 の発現上昇が認められ、miR-375 の発現低下にはDNA高メチル化
やヒストンアセチル化などのエピジェネティック異常の重複的関与が示唆された。[ 考察 ]エピジェネティック異常
によるmiR-375 発現低下はMGUS など病初期より生じており、MMの発症・病態形成における重要性が示唆される。

[Introduction] PDPK1 is universally active in multiple myeloma (MM) pathophysiology (Chinen Y, Cancer Res 2014) 
and the repression of miR-375 is one of the underlying mechanisms for the overexpression/activation of PDPK1 (Tatekawa 
S, The 40th annual meeting of the Japanese Society of Myeloma, 2015). This study assessed epigenetic mechanisms for 
the repression of miR-375 in MM. [Methods] The expression level of miR-375 was analyzed by the quantitative RT-
PCR in 11 human MM-derived cell lines (HMCLs) and 109 patient-derived plasma cell (MGUS n=31, newly diagnosed 
MM (NDMM) n=34, relapsed/refractory MM (RRMM) n=44). The methylation status of miR-375 promoter site of 
myeloma cells was analyzed in 8 HMCLs, 7 MGUS, 13 NDMM, and 32 RRMM. [Result] Compared to normal plasma 
cells, the miR-375 expression was significantly decreased in patient-derived myeloma cells including MGUS (p<.05). 
Our study also disclosed that the promoter sites of miR-375 gene were hypermethylated in 8/8 of HMCLs and many 
of patient-derived myeloma cells (MGUS 7/8, NDMM 8/14, RRMM 15/32). Furthermore, the treatment with SGI-110 
and/or Trichostatin A resulted in the upregulation of miR-375 expression, suggesting that the overlapping epigenetic 
dysregulations, such as DNA hypermethylation or histone deacetylation, are involved in abnormal repression of miR-375 
in MM. [Conclusion] The epigenetic repression of miR-375 is likely to be involved in the myelomagenesis in MGUS as 
well as the disease progression in MM.
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Evaluation of prognostic factor for multiple myeloma patients that received auto-SCT at our 
hospital
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【目的】新規薬剤が登場した現在でも若年者多発性骨髄腫患者 (MM) では自家末梢血幹細胞移植が標準的治療となっ
ている。しかし、自家移植を行ってもMMは完治困難な疾患である。今回我々は当院で自家移植を行ったMM患者
で予後因子を検討した。【方法】当院で２０１４年１２月までに自家移植を行ったMM患者１１５人（男性６３人、
女性５２人）を対象とした。年齢は中央値６２歳（３９－７５歳）で観察期間中央値７７ヶ月（８－２０３ヶ月）で
あった。５０％生存期間中央値は５６ヶ月であった。【結果】予後因子として年齢、Ｍ蛋白型、ハイリスクＦＩＳＨ
異常（ｄｅｌ（１７ｐ）またはｔ（４；１４））、移植回数、病期、ＩＳＳ、移植回数、地固め療法の有無で多変量解
析を行った。ハイリスクＦＩＳＨ異常（ＨＲ：６．８７（１．３８－３４．１６）ｐ＝０．０１９）とＩＳＳ３（ＨＲ：
９．０１（１．４６－５５．６７），ｐ＝０．０１８）がリスク因子として抽出された。これらリスク因子の数で３群に
患者を層別することができた。【考察／まとめ】ＲｅｖｉｓｅｄＩＳＳと同様に当院の患者群でもＩＳＳ３、ハイリ
スクＦＩＳＨ異常を有する患者では予後不良であった。

Objective: In multiple myeloma (MM) patients aged 65 and younger, autologous peripheral blood stem cell 
transplantation has been still used as a standard therapy even after novel agents were developed. MM is still refractory 
even after autologous transplantation. We determined prognostic factors for MM patients receiving autologous 
transplantation at our hospital. Methods: The study subjects were 115 MM patients (63 men) that received autologous 
transplantation at our hospital up to December 2014. The median age and observation duration were 62 years old (39-
75) and 77 months (8-203), respectively. The median duration of 50% survival was 56 months.Results: Multivariate 
analyses for potential prognosis factors were performed with age, M protein, high risk FISH abnormality [del17p or 
t(4;14)], the number of transplantations, disease stage, International Staging System (ISS), and consolidation therapy. 
High risk FISH abnormality (HR: 6.87; 95%CI: 1.38-34.16; p=0.019) and ISS 3 (HR: 9.01; 95%CI: 1.46-55.67; p=0.018) 
were determined as risk factors. Based on the number of these risk factors, patients were classified into three groups. 
Conclusion: Consistent with the revised ISS, ISS 3 and high risk FISH abnormality were identified as poor prognostic 
factors.



一般演題

O-5	 自己末梢血幹細胞移植と維持療法による予後不良細胞遺伝学的異常の克服の可能性について
の検討
Double ASCT and maintenance may overcome the adverse cytogenetics in multiple 
myeloma

萩原　將太郎、糸井　覚、平井　理泉、谷村　聡、栂野　富輝、竹下　昌孝、関根　理恵子、中村　美紀、
三輪　哲義
ShotaroHagiwara,SatoruItoi,RisenHirai,AkiraTanimura,TomiteruTogano,MasatakaTakeshita,RiekoSekine,
MikiNakamura,AkiyoshiMiwa

国立国際医療研究センター　血液内科
 Division of Hematology, Department of Internal Medicine, National Center for Global Health and Medicine

序：予後不良細胞遺伝学的異常を持つ多発性骨髄腫は依然予後不良である。後方視的解析により予後不良因子克服の
戦略を検討した。方法：2010 年 5月から 2015 年 11 月までに実施した自己末梢血幹細胞移植（ASCT）症例を解析し、
全生存（OS）および無再発生存（PFS）に関連する因子について検討した。結果：74名の骨髄腫患者に対してボル
テゾミブベースの寛解導入療法後、自己末梢血幹細胞移植を施行した。31名は 2回目の ASCT を、地固め療法と維
持療法はそれぞれ 47名、48名に施行した。FISH 法による予後不良細胞遺伝学的異常は 19名 25.7％（17p-：8 例 ,
t(4;14)：12 例 ,t(14;16)：2 例）に見られた。Log-rank 解析および Cox 比例ハザードモデルにおいて 1回目の ASCT
後の治療反応性 Verygoodpartialremission(VGPR)以上、2回目の ASCT、維持療法、予後不良細胞遺伝学的異常が、
OSおよび PFS における有意な予後因子であった。また、予後不良細胞遺伝学的異常症例における Cox 比例ハザード
モデルでは、ASCT 後 VGPR 以上（p=0.006）、2回目 ASCT（p=0.010）、維持療法（p=0.027）が有意な PFS 改善因
子であった。結語：2回の ASCT と維持療法は予後不良細胞遺伝学的異常症例の予後を改善する可能性が示された。

Background: Despite of the progress in the treatment, the prognosis of multiple myeloma patients with the adverse 
cytogenetics is still poor. We explored the factors associate with improvement of the outcome of multiple myeloma 
with adverse cytogenetics. Methods: We reviewed the myeloma patients who were treated with autologous stem 
cell transplantation (ASCT) from May 2010 to November 2015. The factors which associated with overall survival 
(OS) and progression free survival (PFS)  were analyzed, using the log rank test and Cox proportional hazard model.
Results: Seventy-four patients were treated with bortezomib-based remission induction therapy followed by ASCT, and 
31(41.9%) patients were received second ASCT. Consolidation and maintenance therapy was performed in 47 (67.1%) 
and 48 (71.6%) patients, respectively. Adverse cytogenetics by FISH were found in 19 (25.7%) patients (8 of 17p-, 12 of 
t(4;14), and 2 of t(14;16) ). Univariate and multi-variate analysis showed that the very good partial response (VGPR) or 
better after 1st ASCT, double transplantation, maintenance therapy, and adverse cytogenetics were significant prognostic 
factors for both OS and PFS.  In the cases of adverse cytogenetics, multi-variate analysis revealed that VGPR or better 
after 1st ASCT (p=0.006), double ASCT (p=0.010), and maintenance therapy (p=0.027) were significant factors which 
associated with better PFS.Conclusion: Double ASCT and maintenance therapy may overcome the adverse cytogenetics.



一般演題

O-6	 多発性骨髄腫患者におけるレナリドミドの毒性及び治療効果を予測するための至適血中濃度
Optimal lenalidomide concentration to predict its toxicity and efficacy in multiple myeloma 
patients
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【目的】レナリドミド（Len）は多発性骨髄腫に優れた治療効果を示し、通常 body当たり 25mg で投与されている。
しかし、Len の副作用を最小化し、十分な治療効果を発揮するためには患者個別に至適投与量を設計することが極め
て重要である。そこで、本研究では Len の体内動態変動、毒性および治療効果の関連を検討した。
【方法】対象は Len およびデキサメタゾン療法を施行した再発・難治性多発骨髄腫患者 13名とした。治療効果と毒
性の評価は初回 3コースまでの最良総合効果と最悪グレードを用いた。Len の血中濃度は初回サイクル 7日目の服用
3時間後に採血を行い、高速液体クロマトグラフィー法にて測定した。
【結果】Len 濃度は中央値 341.8ng/mL[172.5-555.6ng/mL] であった。クレアチニンクリアランス推定値は濃度 /
投与量比と有意な相関が得られた。血中濃度のカットオフ値は ROC（受信者動作特性）曲線によって 320ng/mL と
算出された。320ng/mL 以上の場合、グレード 3/4 の副作用発現が 62.5％（5/8）を占めたが、320ng/mL 未満で
はグレード 3/4 はみられなかった（0/5）。一方、治療効果は同等であった。以上より、重症度は Len 濃度と有意に
関連していることが明らかになった。
【結論】本研究結果により、Len の重篤な副作用を回避でき、なおかつ治療効果を減弱しない濃度が存在することが
示唆された。

Background: Lenalidomide (Len) has significant clinical activity in patients with multiple myeloma (MM) and is 
administered at 25 mg/body. It is important to determine the most suitable dosage individually. Here, we investigated the 
relationship between pharmacokinetic variability of this drug and its toxicity and therapeutic efficacy.
 Methods: Thirteen patients with MM were enrolled in this study. They were treated with Len and dexamethasone 
therapy. Evaluation of efficacy and toxicity was adopted best response and highest grade in the first three cycles. 
Peripheral blood was collected 3 hours after Len administration on day 7 in the first cycle and the plasma concentration 
of Len was evaluated using HPLC. 
 Results: The Len concentration was median 341.8 [172.5-555.6] ng/mL. Estimated creatinine clearance values 
significantly correlated with Concentration/Dose ratios. The percentage of any Grade 3/4 adverse event for patients with 
≥ 320 ng/mL Len, an optimal cutoff value by a Receiver Operating Characteristic curve analysis, was 62.5% (5/8), and 
that of patients with <320 ng/mL was zero (0/5). The Fisher's exact test demonstrated that the severity of adverse effects 
significantly correlated with the Len concentration. However, there was no correlation between Len concentrations and 
best responses. 
 Conclusion: These findings indicate that there are Len concentrations to avoid severe adverse events without reducing 
therapeutic efficacy.



一般演題

O-7	 高齢者再発・難治性多発性骨髄腫に対する RCd 療法第 I/II 相試験－中間報告－
A phase I/II study of Len and DEX plus CY for the elderly with RRMM: interim report

築根　豊 1、八幡　悠里子 1、佐々木　純 1、磯田　淳 2、安藤　純 1、小池　道明 3、小松　則夫 1

YutakaTsukune1,YurikoYahata1,MakotoSasaki1,AtsushiIsoda2,JunAndo1,MichiakiKoike3,NorioKomatsu1

1順天堂大学医学部内科学血液学講座、2 国立病院機構西群馬病院血液内科、3 順天堂大学医学部附属静岡病院血液内科
1 Department of Hematology, Juntendo University School of Medicine, 2 Department of Hematology, National Hospital 
Organization Nishigunma Hospital, 3 Department of Hematology, Juntendo University Shizuoka Hospital

【背景】海外から再発・難治性多発性骨髄腫 (RRMM) に対してレナリドミド (Len)、デキサメサゾン (DEX) にシクロホ
スファミド (CY) を併用した RCd 療法の有効性が報告されているが、その年齢中央値は 59-65 歳と比較的若い。本邦
では、65歳、70 歳以上の骨髄腫患者がそれぞれ全年齢の約 80％、65%を占め、海外で設定された投与量をそのま
ま適応できるかどうかは明らかでない。そこで、本邦における RCd 療法の安全性や有効性を検討する目的で、現在
第 I/II 相試験が進行中である。今回第 I 相部分が終了したので、この中間解析の結果を報告する。【方法】70歳以上
の RRMMを対象に、CY の投与量を 200mg( レベル 1)、300mg( レベル 2)、400mg( レベル 3)( 第 1、8、15 日 ) に
設定した。第 1-21 日に Len15mg を、第 1、8、15、22 日に DEX40mg を併用し、28 日毎に最大 8コースまで行
い、Len による維持療法への移行も可とした。主要評価項目は最大耐用量 (MTD)、有害事象発現率とし、副次評価項
目は最大奏効率とした。用量制限毒性は 2コース終了後に判定した。【結果】各レベル 3例ずつ、9例が登録され、
年齢中央値は 76歳であった。G4の血小板減少と好中球減少を 1例 (11.1%) ずつ、G3 の肺炎と皮疹を 1例 (11.1%)
ずつ認めた。あらかじめ定義した以外の重篤な有害事象の発生はなく、CY のMTD は 400mg であった。最大奏効
率は 8例で PR、1 例で SD だった。【結論】本邦における高齢者 RRMMに対する RCd 療法のMTD は、Len15mg、
DEX40mg、CY400mg であった。

Introduction: The RCd regimen [lenalidomide + cyclophosphamide + low-dose dexamethasone] was effective and 
tolerable in relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM) patients (median age 59-65 years) in European studies. Since 
the proportion of myeloma patients >65 and >70 years is 80% and 65% respectively, in Japan. We analyzed the safety 
and efficacy of RCd therapy in phase I/II study, and here we report the phase I results.
Methods: RRMM patients aged >70 years were eligible. CY was administered to three cohorts of three patients each at 
200, 300, and 400 mg on day 1,8, and 15 of a 28-day cycle with DEX 40 mg on day 1,8,15, and 22 and Len 15 mg on 
day 1-21 (maximum 8 cycles). Maintenance therapy with Len was approved. The primary objective was to evaluate the 
maximum tolerated dose (MTD) and adverse events. The secondary objective was efficacy evaluation. The dose limiting 
toxicity was evaluated at the end of the second cycle.
Results: Nine patients (median age 76 years) were enrolled in three dose cohorts. One patient receiving 200 mg CY 
developed thrombocytopenia (Gr.4) and pneumonia (Gr.3). Two other patients each developed neutropenia (Gr.4) at 
300 mg and skin rash (Gr.3) at 200 mg. No previously defined severe adverse events were observed; MTD of CY was 
determined to 400 mg. The best response of these patients was PR (8 patients) and SD (1 patient).
Conclusion: The combination of CY (400 mg), Len (15 mg), and DEX (40 mg) was tolerated by Japanese, elderly, 
RRMM patients.
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O-8	 AL アミロイドーシスの質量分析による沈着軽鎖ペプチド解析
Detailed analysis of Ig-light chain in amyloid lesions by mass spectrometry
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諸言・方法
ALアミロイドーシスは免疫グロブリン軽鎖（LC）が沈着することによる疾患であるが、LCの詳細は不明な点が多い。
本研究では、本学アミロイドーシス診療センターにて解析した 62例の質量分析解析結果を用いて LC領域の詳細な
検討を行い、半定量的解析で上位に検出される LCを原因 LCと判定した。
結果・考察
62例中κ型は 17例、λ型は 45例と判定したが、λでは 24例に IGLC3 が検出されたものの、κでは偏ったペプチ
ドの検出は認められなかった。LC可変領域では IGLV3,V6,IGKV1,V3 への偏りがみられた。一方、34例においては
様々な程度にκ、λ鎖の共存を認めた。免疫グロブリン軽鎖以外の沈着物としては collagensubunit,apolipoproteinE,
apolipoproteinA,vitronectinsubunit,serumalbumin などが多くみられた。
我々は昨年の学会で、免疫染色陰性 4例が IGLC2 を有することを報告したが、今回の調査でも IGLC2 が 4例みられ、
この病型はλ型の約 1割を占めると考えられる。興味深いことに、κ /λ鎖が共存する症例も多く、アミロイド部位
への LC沈着機構は複雑であることが示された。現在、沈着 LCと障害臓器との関連および、検出 LCによる invitro
でのアミロイド線維形成実験などを行っている。

Since detailed analysis of deposited Ig-light chain (LC) is not well clarified, we surveyed data base of mass spectrometry 
analysis using AL-amyloidosis samples from sixty-two cases.
Mass spectrometry analysis could identify kappa or lambda light chain deposition in seventeen and forty-five cases, 
respectively. IGLC3 was identified in twenty-four lambda cases, suggesting deviation of specific peptide in lambda 
type amyloidosis. Interestingly, both kappa and lambda LCs were simultaneously found in thirty-four cases, suggesting 
complicated mechanisms regulating deposition of LC.
Variable regions were less frequently found than constant regions although there was slight tendency in repeated 
detection of IGLV3, V6, IGKV1 and V3. Collagen subunit, apolipoprotein E or apolipoprotein A or vitronectin or serum 
albumin were frequently detected along with LC as non-LC peptides.
IGLC2 cases, which we previously reported to be negative for immunostaining, were found in four cases here, indicating 
approximately ten percent of lambda cases were IGLC2-related. Further analysis regarding correlation of peptides and 
deposited organs or attempts trying to show amyloid fibril formation of LC peptides are currently underway.
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O-9	 体外増幅 Th1様γδ T細胞の骨髄腫前駆細胞への抗腫瘍効果
Targeting myeloma progenitors by ex vivo-expanded Th1-like γδ T cells
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［背景・目的］多発性骨髄腫は依然として難治性造血器腫瘍であるが、再発や難治性の原因として現有治療法では腫
瘍前駆細胞や幹細胞への抗腫瘍効果が弱いことがあげられる。今回、抗腫瘍活性の高い Th1様γδ T細胞の効率的
な体外増幅法の開発とこのようにして増幅したγδ T細胞の骨髄腫細胞およびその前駆細胞に対する細胞傷害作用
を明らかにするために以下の検討を行った。［方法・結果］末梢血単核細胞にゾレドロン酸とともに IL-2 あるいは
ポマリドミド、レナリドミドを添加し 1週間培養すると、いずれの培養条件でも IFN- γを発現する Th1様γδ T細
胞が増幅された。このようにして誘導したγδ T細胞は、骨髄腫細胞株 RPMI8226 および KMS11 のコロニー形成
能を抑制するとともに、薬剤抵抗性分画である sidepopulation のサイズを縮小させた。Pim阻害薬（SMI-16a,SMI-
4a,12aOH）もまた同様のコロニー形成能の抑制と sidepopulation の縮小作用を示した。これらの Pim 阻害薬は抗
骨髄腫活性を発揮するが、同時に骨髄腫細胞表面にγδ T細胞の抗原である熱ショック蛋白HSP60、HSP70 および
HSP90 の発現を増加させた。［まとめ・考察］ポマリドミドにもγδ T細胞誘導活性があることが判明した。Pim阻
害薬の処理後γδ T細胞療法を行うことにより、腫瘍前駆細胞をも標的としうる抗骨髄腫効果の増強が期待出来ると
思われた。

Multiple myeloma (MM) still remains incurable. MM-initiating cells or MM progenitors are generally accepted to 
contribute to disease relapse through their drug-resistant nature. The present study was undertaken to clarify the cytotoxic 
effects of ex vivo-expanded γδ T cells on MM progenitors. Zoledronic acid in combination with not only IL-2 but also 
either pomalidomide or lenalidomide substantially expanded γδT cells with enhanced intracellular levels of IFN-γ, 
indicating robust induction of Th1-like γδ T cells. Thus expanded γδ T cells markedly suppressed the colony formation of 
RPMI8226 and KMS11 MM cells and decreased the sizes of their side populations, suggesting targeting drug-resistant 
MM cells. Pim inhibitors, SMI-16a, SMI-4a and 12aOH, were also found to impair such MM progenitor populations. 
In addition, the Pim inhibitors up-regulated the surface expression on MM cells of heat shock proteins, HSP60, HSP70 
and HSP90, which are among predominant antigens for γδT cells. Combinatory treatment with the Pim inhibitors and 
Th1-like γδT cells in sequence is highly anticipated to augment cytotoxic effects against MM cells, including their 
progenitors.
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O-10	 低酸素誘導性microRNA-210 は新規骨髄腫増殖因子 rRNAメチル化酵素DIMT1 を制御する
Hypoxia-inducible miR-210 regulates a new myeloma proliferation gene, rRNA 
methyltransferase DIMT1

池田　翔、北舘　明宏、小林　敬宏、阿部　史人、奈良　美保、渡部　敦、高橋　直人、田川　博之
ShoIkeda,AkihiroKitadate,TakahiroKobayashi,FumitoAbe,MihoNara,AtsushiWatanabe,NaotoTakahashi,
HiroyukiTagawa

秋田大学医学部　血液・腎臓・膠原病内科
 Department of Hematology, Nephrology, Rheumatology , Akita University Graduate School of Medicine

( 背景 )固形腫瘍だけでなく、骨髄腫を含む血液腫瘍においても、同一の個体でがんの遺伝子発現には多様性が認め
られる。この多様性は genetic な原因だけでなく、epigenetic な原因によっても引き起こされるが、がん微小環境の
低酸素ストレスは epigenetic な遺伝子発現の多様性を引き起こしうる。
( 方法 )我々は、骨髄腫患者検体と細胞株を 48時間、1%O2の慢性低酸素で培養し、その表現型と遺伝子の発現変化、
そしてこれらの変化を引き起こしうるmicroRNA の発現変化について検討した。
( 結果 )microRNA-210（miR-210）の著明な発現上昇を認めた。低酸素により抑制を受ける遺伝子かつmiR-210 の
標的遺伝子を網羅的に検討したところ、rRNA メチル化酵素 DIMT1が候補にあがった。GEOデータセット上の患者検
体の検討では、DIMT1は病期とともに有意に発現が増加し、 IRF4や MYCと有意な正の相関を持つことが分かった。
細胞株で DIMT1をノックダウンすることにより、細胞増殖の抑制と IRF4 の抑制を認めた。
( 考察 )低酸素によるmiR-210 の発現上昇は低酸素誘導因子HIF によるものと考えられ、多くの癌でその機能につい
て検討されているが、骨髄腫においては詳細には検討されていなかった。その標的分子 DIMT1の詳細な機能解析が
今後望まれるものの、新規治療標的分子や診断マーカーとなりうると考えられる。

(Background) Not only in solid tumor but also in hematological malignancies including multiple myeloma, it has been 
known that gene expression pattern of each tumor cell is heterogeneous even in the same individual. This heterogeneity 
can be induced by genetic or epigenetic mechanism. Microenvironment is partly characterized by hypoxia that is well 
known to induce such the epigenetic gene alterations.
(Method) We cultured myeloma patient samples and cell lines under chronic hypoxia (1% O2, 48 hours) and examined 
changes of the phenotype, gene expression, and microRNA expression which could cause these changes. 
(Results) We recognized a significant upregulation of microRNA-210 (miR-210) under hypoxia. We explored 
target genes of miR-210 as well as downregulated genes by hypoxia comprehensively, and we found that a rRNA 
dimethyltransferase DIMT1 is the candidate. In the examination of the myeloma patient samples on GEO data sets, we 
found that DIMT1  is increased significantly with disease progression, and that DIMT1 had a positive correlation of IRF4 
and MYC. The knock down of DIMT1 for cell lines lead to decrease of cell proliferation and downregulation of IRF4.
(Conclusion) Because the function of miR-210 is studied well for many cancers but is not considered in myeloma in 
detail, this report is important. However the detailed functional analysis of DIMT1, the target of miR-210, is expected in 
future, DIMT1 could be a new treatment target molecules or a new diagnosis marker.
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P-1	 自家移植施行多発性骨髄腫 (MM) における ASO-PCR,ddPCR,NGS によるMRD検出の比較
A comparison of MRD detection among ASO-PCR, dd-PCR and NGS in pts with MM who 
underwent ASCT
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今回、自家移植施行MMにおけるMRD検出を ASO-PCR,ddPCR,NGS で行い、比較検討した。
方法：自家移植後追加治療の行われなかった新規MM症例（n=23）の自家移植片MRDを検査し、予後解析を行った。
結果：19症例のMRDが ASO-PCR と ddPCR で評価可能であったが、NGS では 23症例すべてのMRDが評価できた。
ASO-PCRでは自家移植片MRDが陰性(MRDASO(-))であった19症例のうち、7症例はddPCRでMRD陽性(MRDddPCR(+))、
12症例はNGSでMRDが陽性 (MRDNGS(+)) であった。また、MRDddPCR(+) 症例 (n=7,Group1) とMRDddPCR(-) 症例 (n=12,
Group2)、MRDNGS(+)症例(n=12,Group3)と MRDNGS(-)(n=11,Group4) を比較したところ、MRD陰性症例は良好な
PFS であった（Group1vsGroup2,P=0.028;Group3vsGroup4,P=0.033）。さらに、MRDddPCR(-)&MRDNGS(+)(n=5,
Group5) を Group4 と比較したところ、Group4 は Group5 と比べて良好な PFS の傾向を示した（P=0.063）。
結論：MRD検出感度と PFS 予測については、NGS、ddPCR、ASO-PCR の順に優れていた。

Here we assessed the prognostic value of MRD assessment in autografts from MM patients in the autologous stem cell 
transplantation (ASCT) setting using ASO-PCR, droplet digital PCR (ddPCR) and next-generation sequencing (NGS). 
Methods: Twenty-three patients with newly diagnosed MM without any post-ASCT therapy were retrospectively 
analyzed. 
Results: Nineteen patients could be analyzed by ASO-PCR and ddPCR, while all 23 patients could be analyzed by NGS. 
We compared MRD results in autografts between ddPCR and NGS. Although 19 samples were MRD negative by ASO-
PCR (MRDASO(-)), 12 samples were MRD positive by NGS (MRDNGS(+)) and 7 samples were MRD positive by ddPCR 
(MRDddPCR(+)). To investigate the value of sensitive MRD detection in autografts by ddPCR and NGS, we compared 
PFS in 7 MRDddPCR(+) cases (Group 1) with 12 MRDddPCR(-) cases (Group 2) and 12 MRDNGS(+) cases (Group 3) with 
11 MRDNGS(-) (Group 4). Group 2 and Group 4 showed significantly better PFS than Group 1 (P = 0.028) and Group 3 
(P=0.033), respectively. We also compared 5 MRDddPCR(-) & MRDNGS(+) cases (Group 5) with 11 MRDNGS(-) cases (Group 
4). Group 4 tended to show better PFS than Group 5 (P=0.063). 
Conclusions: Although the ddPCR had improved sensitivity in detecting MRD in autografts and demonstrated higher 
prognostic value compared with ASO-qPCR, the NGS platform showed the highest sensitivity and prognostic value 
among these methods.
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IL-10RB K47E affects the prognosis of multiple myeloma patients treated with thalidomide/
bortezomib
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[ 序論 ]IL-10 は抗炎症性サイトカインの一つであり、骨髄腫細胞の増殖にも関与することが報告されている。今
回 IL-10 および IL-10R 遺伝子多型とMMの発症、予後との関係を明らかにするために、IL-10 プロモーター多型
-592C/A とレセプター多型 IL-10RAI224V、IL-10RBK47E の解析を行った。
[ 対象と方法 ]MMと診断された患者 128 名と健常者 202 名を対象とした。各 SNPs の遺伝子型の決定には PCR-
RFLP 法を用いた。
[ 結果 ]健常者とMM患者における、各 SNPs の遺伝子型頻度およびアレル頻度に有意差は認められなかった。MM
患者において遺伝子型により臨床背景を比較したところ、IL-10RAII 型の患者は IV/VV 型に比べ、有意にHb(g/dl)
が低値を示した（平均値± SD,9.21 ± 2.46vs.10.3 ± 2.33,P=0.021）。さらに、IL-10-592AA 型（低産生型）は
CA/CC 型（高産生型）の患者に比べ、OS が有意に長かった（生存中央値 ,74.5Mvs.46.3M,P=0.047）。さらに、
新規薬剤（サリドマイド・ボルテゾミブ）治療を受けた患者（新規薬剤治療群）において各 SNPs の遺伝子型により
臨床背景を比較したところ、IL-10RBEE 型（高活性型）が KK/KE 型（低活性型）に比べて有意にOSが短かった（生
存中央値 ,46.3Mvs.78.8M,P=0.015）。
[ 結語 ]IL-10 および IL-10R 遺伝子多型は、MM患者の臨床背景および予後への関与が示唆された。特に新規薬剤治
療群において、IL-10RB の高活性型の EE型は予後不良であり、新規薬剤治療の予後因子としての可能性が示唆された。

[Introduction] Interleukin-10 (IL-10) and IL-10 receptor (IL-10R) polymorphisms have been implicated in many 
diseases. We investigated the influence of IL-10 -592C/A, IL-10RA I224V and IL-10RB K47E on the risk to develop 
multiple myeloma (MM) and clinical features of MM. 
[Materials & Methods] We extracted the genomic DNA from 128 MM patients and 202 healthy controls. Genotypes 
were determined by PCR-RFLP method.
[Result] There were no statistically significant differences in the genotype and allele frequencies of IL-10 -592C/A, 
IL-10RA I224V and IL-10RB K47E between MM patients and control group. By contrast, IL-10RA II genotype was 
significantly associated with lower hemoglobin level (P=0.021). IL-10 -592 AA genotype was significantly associated 
with better survival (median overall survival, 74.5 M vs. 46.3M, P=0.047). In patients treated with thalidomide and/or 
bortezomib, In addition, IL-10RB EE genotype was significantly associated with poor survival (median overall survival, 
46.3M vs. 78.8M, P=0.015). 
[Conclusion] Our findings indicate that IL-10 and IL-10R gene polymorphisms may not contribute to susceptibility 
to MM, but they may be associated with the severity and prognosis of MM. Especially, IL-10RB K47E polymorphism 
influence the poor prognosis of patients received treatment with thalidomide and/or bortezomib. We suggest that IL-
10RB K47E might be used as a prognostics marker in MM patients treated with thalidomide and/or bortezomib.
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The epigenetic dysregulation of miR-375 for PDPK1 overexpression/activation in multiple 
myeloma
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[ 緒言 ]近年、我々は多発性骨髄腫 (MM) において、ほぼ普遍的に PDPK1 が発現亢進・活性化状態に有り、MMの病
態形成の中心的役割を果たすことを同定すると共に (ChinenY,CancerRes2014)、PDPK1 発現亢進・活性化の分子
メカニズムの一つとしてmiR-375 発現低下を報告した (TatekawaS,骨髄腫学会2015)。今回、我々はMMでのmiR-
375 発現低下におけるエピジェネティック異常につき報告する。[ 方法 ]miR-375 発現レベルを定量的 RT-PCR にて
MM細胞株(n=11)、患者由来形質細胞(MGUSn=31,NDMMn=34,RRMMn=44)において検討した。miR-375プロモー
ター領域メチル化についてはMSP 法にてMM細胞株 (n=8)、患者由来形質細胞 (MGUSn=8,NDMMn=14,RRMM
n=32) において検討した。[ 結果 ]正常形質細胞と比しMGUS 含む患者由来形質細胞では有意にmiR-375 発現低下
が認められた。さらにmiR-375 の発現低下の機序としてmiR-375 遺伝子プロモーター領域のメチル化がMM細胞株
(8/8)、並びに患者由来形質細胞 (MGUS7/8,NDMM8/14,RRMM15/32) で認められた。MM細胞株において SGI-
110 処理、トリコスタチン A処理によりmiR-375 の発現上昇が認められ、miR-375 の発現低下にはDNA高メチル化
やヒストンアセチル化などのエピジェネティック異常の重複的関与が示唆された。[ 考察 ]エピジェネティック異常
によるmiR-375 発現低下はMGUS など病初期より生じており、MMの発症・病態形成における重要性が示唆される。

[Introduction] PDPK1 is universally active in multiple myeloma (MM) pathophysiology (Chinen Y, Cancer Res 2014) 
and the repression of miR-375 is one of the underlying mechanisms for the overexpression/activation of PDPK1 (Tatekawa 
S, The 40th annual meeting of the Japanese Society of Myeloma, 2015). This study assessed epigenetic mechanisms for 
the repression of miR-375 in MM. [Methods] The expression level of miR-375 was analyzed by the quantitative RT-
PCR in 11 human MM-derived cell lines (HMCLs) and 109 patient-derived plasma cell (MGUS n=31, newly diagnosed 
MM (NDMM) n=34, relapsed/refractory MM (RRMM) n=44). The methylation status of miR-375 promoter site of 
myeloma cells was analyzed in 8 HMCLs, 7 MGUS, 13 NDMM, and 32 RRMM. [Result] Compared to normal plasma 
cells, the miR-375 expression was significantly decreased in patient-derived myeloma cells including MGUS (p<.05). 
Our study also disclosed that the promoter sites of miR-375 gene were hypermethylated in 8/8 of HMCLs and many 
of patient-derived myeloma cells (MGUS 7/8, NDMM 8/14, RRMM 15/32). Furthermore, the treatment with SGI-110 
and/or Trichostatin A resulted in the upregulation of miR-375 expression, suggesting that the overlapping epigenetic 
dysregulations, such as DNA hypermethylation or histone deacetylation, are involved in abnormal repression of miR-375 
in MM. [Conclusion] The epigenetic repression of miR-375 is likely to be involved in the myelomagenesis in MGUS as 
well as the disease progression in MM.
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われわれは、本邦・韓国の原発性マクログロブリン血症（WM）において比較的高頻度で溶骨性病変が認められるこ
とを報告した（第 8回国際マクログロブリネミア会議）。その機序を解明する目的で cDNAマイクロアレイ解析を行っ
た。アレイ解析には、4例の骨病変を有するWM（WM（+））、有さないWM（WM（-））、および骨病変を有する骨髄腫
（MM（+））検体を用いた。遺伝子オントロジーとして、破骨細胞・骨芽細胞（OCL/OBL）、とサイトカイン活性（CA）
の２つのプローブ・セットを使用した。WM（+）とMM（+）、WM（+）とWM（-）はいずれのプローブ・セットを用
いても階層型クラスタリング解析で分類可能であった。MM（+）、WM（-）と比較してWM（+）において TNFRSF13
と HMGB1の高発現が認められた。 TNFRSF13は破骨細胞が産生し、MM細胞を活性化することが報告されている。
HMGB1は RANKL の活性化によりマクロファージにより産生され、破骨細胞への分化、活性化に関与することが報告
されている。本研究から、WM細胞は破骨細胞と相互作用があることが示唆され、WMにおける溶骨性病変に寄与し
ていると推察された。

We previously reported osteolytic bone lesion was relatively common in Japanese and Korean Waldenstrom 
Macroglobulinemia (WM) [8th International Workshop on WM]. Thus, we conducted cDNA microarray analysis to 
clarify the biological mechanisms of osteolytic bone lesion in WM. Archives of bone marrow samples of WM and 
multiple myeloma (MM) were utilized. A total of 8 cases of WM, 4 with osteolytic bone lesion (WM (+)) and 4 without 
osteolytic bone lesion (WM (-)) were utilized. 3 cases of MM with osteolytic bone lesion (MM (+)) were used as 
reference data. Two probe-sets were designed according to gene ontology, one of which consisted of genes involved in 
osteoclast and/or osteoblast regulation (OCL/OBL), and the other contained genes with cytokine activity (CA). Cases 
were successfully divided into WM (+) and MM (+), and WM (+) and WM (-) by unsupervised hierarchical clustering 
analysis using either of these probe-set. TNFSF13 and HMGB1 were significantly up-regulated in WM (+) compared 
to MM (+) and WM (-) using CA probe-set. TNFSF13, an OCL-induced cytokine which was reported to activate MM 
cells, were up-regulated in WM (+). Additionally, HMGB1 was also up-regulated; which is released from macrophages 
in response to RANKL stimulation and mediates OCL terminal differentiation and activation. In conclusion, the present 
study suggested that WM cells might interact with OCL, and this interaction might contribute to the mechanism of 
osteolytic bone lesion in WM.
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我々は多発性骨髄腫 (MM) 患者の血中サイトカイン・ケモカインを網羅的に測定し、病態・予後との関連について検
討した。初発・再発症例 17名と健常人 32名の血清を Bio-Plex、ELISA にて測定したところ、初発・再発症例では全
49項目中 35項目で有意な異常を示した。ROC 解析の結果、これら 35項目中 10項目( β -NGF、IL-3、LIF、IL-2R
α、M-CSF、IL-17、MCP-3、SDF-1 α、IL-12(p40)、TNF- β ) が MMの代理診断マーカーとなり得ることが明らか
になった。さらに、これら 10項目を stage 別に解析した結果、IL-17、MCP-3 を除いた 8項目が stage2-3 の患者で
より高値を示したことより、病状悪化の指標となる可能性が示唆された。また、初発・再発症例と ASCT 奏効症例
（VGPR 以上を達成した 9名）を比較したところ、ASCT 奏効後に改善が認められたのは 35項目中 6項目 (GRO- α、
HGF、IFN- α 2、MCP-3、MIG、SCF) のみで、殆どのサイトカイン・ケモカインは治療奏効後も異常値を示した。さ
らに、全 49 項目と予後との関係を検討した結果、8項目 (IL-2、IL-6、IL-9、PDGF-bb、IL-15、GM-CSF、RANTES、
Angiopoietin-2) が予後予測因子として有用である可能性が示唆された。今回の結果から、MMでは広範なサイトカイ
ン・ケモカイン異常を認め、治療奏効後も回復していないことから、このことが、MM再燃の要因の一つであると推
察された。

We in this study analyzed the contribution of cytokines / chemokines to the pathogenesis and prognosis of multiple 
myeloma (MM). Serum concentration of 49 cytokines / chemokines were comprehensively measured in 26 MM patients 
(active disease: n=17, and controlled disease (≥ VGPR after ASCT): n=9) and 32 healthy controls by using Bio-Plex 
or ELISA. 35 out of 49 cytokines / chemokines showed significant increase or decrease in active MM patients. Among 
these, only 6 cytokines / chemokines (GRO-α, HGF, IFN-α2, MCP-3, MIG, and SCF) recovered to the normal level in 
controlled MM patients. ROC analysis extracted 10 from these 35 cytokines / chemokines, namely β-NGF, IL-3, LIF, 
IL-2Rα, M-CSF, IL-17, MCP-3, SDF-1α, IL-12(p40), and TNF-β, as potential surrogate diagnostic markers. Eight out 
of these 10 cytokines / chemokines, excluding IL-17 and MCP-3, showed clear tendency to increase in accordance with 
the disease progression. Finally, analysis of the survival revealed that 8 out of 49 cytokines / chemokines (IL-2, IL-6, IL-
9, PDGF-bb, IL-15, GM-CSF, RANTES, and Angiopoietin-2) have the possibility as prognostic markers. In summary, 
MM patients showed widespread abnormality in cytokine / chemokine profile, and it is not corrected even after achieving 
VGPR. Persistent abnormalities in cytokines / chemokines may contribute to the exacerbation of MM.
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固形がんや悪性リンパ腫では、診断時の筋肉量低値 ( サルコペニア ) や脂肪量低値がOS や PFS の悪化につながるこ
とが示されている。多発性骨髄腫においてそれらのパラメータと予後の関連を検討することを目的として、後ろ向
き検討を行った。治療前の CT画像を用いて L3腰椎の高さの断面で、骨格筋・皮下脂肪・内臓脂肪の面積を測定し、
身長で補正した Skeletalmuscleindex(SMI),Subcutaneousadiposetissueindex(SAI),Visceraladiposetissueindex
(VAI) を算出した (cm2/m2)。新規発症の多発性骨髄腫患者 56名において、SAI 中央値未満の患者ではそうでない患者
に比べ、2-yearOS が有意に短かかった(58%vs.91%,P=.0006)。またそれらの患者では、18F-FDGPET/CT での骨
髄腫病変の最大 SUVが有意に高値であった (4.1vs.3.0,P=0.02)。SMI や VAI は生命予後に影響しなかった。多変量
解析では、SAI 中央値未満 (P=0.02,HR4.05) が有意な予後不良因子であった。新規薬剤で治療された新規発症の多発
性骨髄腫患者において、診断時の皮下脂肪低値は生命予後予測に有用である可能性が示唆された。

Objective: Increasing evidence suggests that decreased skeletal muscle mass (sarcopenia) or adipose tissue assessed by 
computed tomography (CT) predicts negative outcomes in patients with solid tumors. However, the prognostic value of 
such an assessment in multiple myeloma (MM) remains unknown. 
Methods: Consecutive patients with newly diagnosed symptomatic MM were retrospectively analyzed. The cross-
sectional area of skeletal muscles and subcutaneous or visceral adipose tissue was measured using CT. Body composition 
indices [skeletal muscle index (SMI), subcutaneous adipose tissue index (SAI), and visceral adipose tissue index (VAI)] 
were calculated. The association between these indices and overall survival (OS) was examined.
Results: Of 56 evaluable patients, 37 (66%) had sarcopenia. The 2-year OS in patients with SAI < median was 58% 
compared with 91% in those with SAI ≥ median (P = 0.006). In multivariate analyses, SAI < median was significantly 
associated with poor OS (HR 4.05; P = 0.02). Sarcopenia was not associated with OS. The maximum value of the 
standardized uptake value was significantly higher in patients with SAI < median (P = 0.02).
Conclusion: The findings of this study suggest that low subcutaneous adipose tissue at baseline predicts poor survival 
outcome in patients with MM.
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背景
 IgD 型多発性骨髄腫は骨髄腫全体の約 2%程度と稀な病型である。以前は予後不良と考えられていたが、新規薬剤使
用可能となった後の報告は少なく、予後や臨床経過などは十分に評価されていない。
方法
2007 年 1月から 2015 年 12 月までの間に当院を受診した 9人の IgD 型多発性骨髄腫を対象とし、後方視的な検討
を行った。予後の検討として同時期に当院で初回治療を行ったその他のタイプの骨髄腫を比較対象とした。治療効果
判定は IMWに準拠した。
結果
IgD 型多発性骨髄腫はその他のタイプと比較して有意にλ型が多く、比較的若年男性に多い傾向があった。全生存率・
無増悪生存率ではその他の骨髄腫と有意な差を認めなかった。観察期間中に IgD 型多発性骨髄腫の 4例が死亡してお
り、全て骨髄腫の髄外病変による死亡であった。
考察
本研究において IgD 多発性骨髄腫の予後はその他の骨髄腫と有意な差は認めなかった。IgD 型は増悪時にもM蛋白
が少量であることが多く、特殊な臨床経過をたどることも多い為、各症例に合わせた治療が望まれる。

Background
 IgD multiple myeloma is a rare subtype of multiple myeloma, accounting or approximately only 2% of all myeloma 
patients. There are few reports about this type of myeloma. In the era of novel agents, its prognostic value is uncertain, 
and its characteristic clinical course is not enough evaluated.
Patients and Methods
 Between Jan. 2007 and Apr. 2015, consecutive eight patients with IgD myeloma visited at our center. We retrospectively 
analyzed these patients with medical records, and compared their survival with other types of myeloma patients. 
Response was evaluated according to the criteria based on IMW. 
Results
 All patients with IgD had lambda light chain. IgD myeloma involved relatively younger male patients. Both overall 
survival and progression free survival were not significantly deferent between IgD and non-IgD. Four cases of IgD 
myeloma died in the observation period, and all patients died of extramedullary disease.
Discussion
 The survival of patients with IgD myeloma in the era of novel agents is similar to that of patients with non-IgD 
myeloma. However, patients with IgD myeloma tend to have unique clinical courses, it is preferable to tailor treatment to 
the individual case.
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多発性骨髄腫（MM）、くすぶり型多発性骨髄腫（SMM）および形質細胞腫の骨病変の検索にMRI を行うことが
IMWGガイドラインにおいて推奨されている。近年、全身diffusionMRI（WB-DWI）が骨病変の検索に撮影されているが、
FDGPET-CT と比較した報告は少ない。我々は、2015 年 7月から、2016 年 1月までに当院を受診したMM,SMM,
形質細胞腫患者における同時期のWB-DWI と FDGPET-CT にて同定される骨病変の個数を後方視的に検討した。45
人の患者が同定されMM:35 人、SMM:4 人、形質細胞腫 :3 人、MGUS:3 人であり、45 組のWB-MRI と FDG-PET が
撮影された。頸椎、胸椎、腰椎、骨盤、長管骨、頭蓋骨、肋骨 / その他に領域を分類し、Sharon らの文献で報告
されている通り、それぞれの骨病変の個数に応じてスコアリングを行い、比較した。また、各領域の病変数の合計
を全身の病変数の合計としてスコアリングし比較した。その結果、頭蓋骨を除くそれぞれの領域、全身において、
有意にWB-DWI が FDG-PET と比較して平均スコアが高く（全身スコア：WB-DWI:5.3,FDG-PET:1.20p<0.001）、
MM,SMM,MGUS、形質細胞腫において、WB-DWI の感度が高いことが示唆された。

Whole body MRI is now recommended for all patients with multiple myeloma(MM),smoldering MM(SMM), and 
plasmacytoma for detection of bone lesion in IMWG guideline. Recently whole body diffusion weighted MRI(WB-
DWI) is used, but little is known about the sensitivity for bone lesions compared to FDG-PET. To compare sensitivity 
of WB-DWI and PET/CT on the ability to detect myelomatous lesions in patients with multiple myeloma(MM), we 
retrospectively analyzed 45 pairs of MRI and PET/CT scans on 45 patients from July 2015 to January 2016 at our 
institute. 35 patients with MM, 4 patients with SMM, 3 patients with plasmacytoma and 3 patients with MGUS were 
included. The number of the lesion was scored on each body lesion (skull, cervical spine, thoracic spine, lumbar spine, 
pelvis, ribs/other, and long bones) as previously described by Sharon et al. and whole body score was calculated as sum 
of each body lesion score. As a result, in each region except for the skull, scores are significantly higher in WB-DWI 
than PDG-PET CT (Whole body score: WB-DWI:5.3 vs FDG-PET:1.20 p<0.001). These data suggest WB-DWI is more 
sensitive than FDG-PET CT for detection of bone lesion n patient with MM.
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【序論】B7-H1（PD-L1）は、多発性骨髄腫（MM）患者の形質細胞に高発現し、腫瘍特異的Ｔ細胞の活性化を抑制する。
次に、我々は、MM患者の血清中の可溶性 B7-H1（solubleB7-H1,sB7-H1）濃度とその臨床的意義を検討した。更に、
sB7-H1 の機能を解析した。
【方法と結果】(1)MM患者 71例と健常者 7例の血清中 sB7-H1 濃度を ELISA 法に解析した結果、MM患者における
sB7-H1 は健常者と比較して有意に高かった（P<0.001）。次に、sB7-H1 高値群 (>50pg/ml;n=24) と低値群 (≤50pg/
ml,n=47) の 2 群に分類して、MM患者の臨床的特徴を解析した。sB7-H1 高値群では症候性、また、R-ISS 進行期の
症例が有意に多く、更に、LDH とβ 2-microglobulin が有意に高かった。(2) フローサイトメトリーの解析により、
PD-1 発現したヒト T細胞株 Jurkat は組換え B7-H1 と結合し、PD-1 抗体にてその結合は阻害された。
【結論】sB7-H1 高値はMMの病態進行に関連しており、予後予測に有用な指標となる可能性が示唆された。更に、
sB7-H1 は PD-1 と結合することから、PD-1 － B7-H1 経路に関与すると推察された。sB7-H1 の機能について現在検
討中である。

Introduction: B7-H1 (PD-L1) is highly expressed on plasma cells from patients with multiple myeloma (MM) and 
inhibits the activation of tumor-specific T cells.  We investigated the relationship between serum soluble B7-H1 (sB7-H1) 
and clinical characteristics and functions of sB7-H1 in MM.
Methods and Results: 1) Serum sB7-H1 concentrations were measured using ELISA in 71 MM patients and 7 healthy 
volunteers. Serum sB7-H1 levels in MM patients were significantly increased in comparison with healthy controls 
(P<0.001). Next, we examined the differential clinical characteristics between the 2 groups according to serum sB7-H1 
levels: high (>50 pg/ml, n=24) and low (≤50 pg/ml, n=47). MM patients in the high group were classified as symptomatic 
MM and progressive in the Revised International Staging System (R-ISS). Moreover, serum LDH and β2-microglobulin 
levels in the high group were significantly higher compared with those in the low group. 2) In flow cytometry analysis, 
PD1-expressing human T cell line Jurkat cells were bound to recombinant B7-H1 and the binding was inhibited by anti-
PD-1 antibody.
Conclusions: High levels of serum sB7-H1 were associated with MM disease progression and may be useful to predict 
prognosis. Moreover, serum sB7-H1 may be related to the PD-1-B7-H1 pathway. Further studies are in progress to 
clarify the functions of sB7-H1 in MM.



ポスター発表

P-10	 未治療多発性骨髄腫患者におけるチミジンキナーゼ活性の意義
Significance of serum thymidine kinase activity in patients with newly diagnosed multiple 
myeloma

鈴木　一史 1、矢野　真吾 1、島田　貴 1、矢萩　裕一 1、杉山　勝紀 1、小笠原　洋治 1、高原　忍 1、斎藤　健 1、
南　次郎 1、横山　洋紀 1、神山　祐太郎 1、勝部　敦史 1、瓜生　秀樹 1、薄井　紀子 2、相羽　恵介 1

KazuhitoSuzuki1,ShingoYanno1,TakakiShimada1,YuichiYahagi1,KatsukiSugiyama1,YojiOgasawara1,ShinobuTakahara1,
TakeshiSaito1,JiroMinami1,HirokiYokoyama1,YutaroKamiyama1,AtsushiKatsube1,HidekiUryu1,NorikoUsui2,
KeisukeAiba1

1東京慈恵会医科大学　腫瘍・血液内科、2 東京慈恵会医科大学附属第三病院　輸血部
1 the Jikei University School of Medicine, 2 the Jikei Daisan Hospital

< 諸言 >チミジンキナーゼ活性（以下、TK活性）はＤＮＡ合成に関連した酵素で、TK活性高値は悪性リンパ腫、慢
性リンパ性白血病など造血器悪性腫瘍の予後不良因子であると報告されている。
<方法 >
２０１２年５月から２０１５年７月に東京慈恵会医科大学附属病院にて多発性骨髄腫と診断され、診断時に TK活性
を測定した１７名 [U1]の患者を対象として、TK活性の臨床的な意義について検討した。
<結果 >
患者の年齢中央値は６７歳（４８―８７歳）。初期治療として１５名がボルテゾミブ、２名がレナリドマイドを含
む初期治療を、４名が大量メルファラン療法併用自家末梢血幹細胞移植を実施した。TK活性の中央値は１５U/mL
（３．１―５９０Ｕ /mL）であった。TK 活性のカットオフを１５U/mL と定義し、高 TK 活性群と低 TK 活性群にお
いて患者背景に有意差を認めなかった。高 TK 活性群は低 TK 活性群と比較して無増悪生存期間が短い傾向を認め
た（１０．８ケ月vs２０．８ケ月、p＝．０５２９）。全奏効率は高 TK 活性群と低 TK 活性群それぞれ６６．７％、
８７．５％と有意差を認めなかった。全生存期間に有意差を認めなかった。TK活性が１００U/mL 以上の高度 TK活
性高値群では、無増悪生存期間、全生存期間共に有意に短縮した。
<結語 >
血清 TK活性高値は、新規薬剤で初期治療を実施した未治療多発性骨髄腫患者において、無増悪生存期間が短くなる
に対する予後不良因子である可能性が示唆された。

Introduction
Thymidine kinase (TK) is a cellular enzyme related with a salvage pathway for DNA synthesis. High TK activity has 
been reported as an aggressive parameter among patients with hematological malignancies, such as malignant lymphoma, 
and chronic lymphoblastic leukemia.
 
Methods
We retrospectively analyzed  17 patients with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM) at our institution between 
May 2012 and July 2015. We evaluated the significance of TK activity at diagnosis for several biological parameters, 
clinical response, and survival.
 
Results
Median age was 67 years (range, 48-87 years). Fifteen patients were treated with bortezomib and 2 patients were treated 
with  lenalidomide containing regimens as initial therapy, respectively. Four patients received up-front autologous stem 
cell transplant. Median serum TK activity was 15U/mL[U2]  (range, 3.1 - 590 U/mL), which was defined the cut-off. 
There were no significant differences of patient characteristic and ORR; ORR in high TK group and in low TK group 
were 66.7% and 87.5% , respectively (p = .576). Median PFS tended to be shorter in high TK group than the low TK 
group (10.8 vs 20.8 months, p = .0529). OS was similar between the two groups. Very high TK activity, which was more 
than 100 U/mL, predicted shorter PFS and OS significantly. 
 
Conclusion
High TK activity tended to be shorter  PFS in the patients with NDMM in the novel agents era.
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目的：形質細胞増殖性疾患における骨髄形質細胞比率をスメア，クロット，生検，FCMで比較し，スメアではMGUS
と診断される患者について他の同定方法で再評価を行う．
方法：120 人の患者から得た同時に採取された骨髄生検，クロット，スメア，FCMの 150 セットで形質細胞の％
を比較した．形質細胞の同定はスメアではMay-Giemsa 染色，クロットと生検は CD138 免疫染色，FCMは CD38,
CD45,CD138gating によって同定した．
結果：形質細胞の％は骨髄スメアと FCMは CD138 染色でのクロット，生検標本に比して有意に underestimate され，
その程度は末梢血による希釈がある場合にはさらに強かった．クロットと生検標本 ,スメアと FCMの形質細胞％はき
わめて良好な相関 ( それぞれ r=0.96,0.93) を示し，かつ希釈による影響は受けなかった．スメア標本ではMGUS と
診断される 103 人の患者について骨髄生検 /クロット標本による再評価をおこなうと 44人はMGUS のままであった
が 59人では sMMと診断された．
結論：形質細胞増殖性疾患における骨髄形質細胞割合は骨髄生検 /クロットによる CD138 免疫染色で算定されなけ
ればならない．

Accurate quantification of plasma cells (PCs) in bone marrow sample (BM) is critical for the diagnosis and assessment 
of treatment response in patients with multiple myeloma (MM). We compared the % of BM PC quantified by 250 cells 
differential count on May-Giemsa stained BM aspiration smear, CD138 monoclonal antibody stained clot and biopsy 
section, and CD38/ CD45/ CD138 gated PC on FCM in 150 sets of BM samples from 120 patients. Quantification by 
smear and FCM significantly underestimated the % of PC of BM and the degree of underestimation further increased 
by the blood dilution. Percentage of PC between BM biopsy and clot, smear and FCM correlated significantly (r=0.96, 
0.93, respectively). However, FCM consistently showed lower % of PC compared to aspirated smear. Fifty-nine of 103 
patients (57.3%) who were diagnosed as MGUS by smear alone became sMM when reassessed with the use of CD138 
stained biopsy/clot sections. Our data clearly showed the necessity of CD138 immunostaining of BM biopsy/clot for 
correct diagnosis of MM.
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骨髄腫は複数の異なる表現型を持つ腫瘍細胞から構成されていることが知られている。骨髄腫のリスク評価に有用な
情報としては、臨床的パラメーター、免疫グロブリンプロファイル、染色体異常に加え、CD138 陽性細胞の遺伝子
発現プロファイルも知られている。後者においては、予後や治療反応性の予測に意義があるとされる 70の遺伝子が
報告されている。

本研究においては CD138 の他、CD38 や CD45 等の細胞表面抗原の発現により分類される多様な骨髄腫細胞サブセッ
トのプロファイルとその遺伝子発現解析を行った。フローサイトメトリーを用い、骨髄検体から各細胞集団をソーティ
ングし、各サブセットの遺伝子発現プロファイルをマイクロアレー解析により比較した。一部の遺伝子に関しては
RNA-Seq の手法を用いて発現レベルの検証を行った。

この結果、骨髄検体中における骨髄腫サブセットの頻度は、症例により大きく異なることが判明した。遺伝子発現解
析の結果、同じ表現型を持つ細胞サブセット間でプロファイルが保存されている遺伝子群と異なる遺伝子群が分類さ
れた。特に発現プロファイルが保存されている遺伝子の中にはNK細胞を制御する活性型受容体のリガンドをコード
する 13の遺伝子発現レベルが、CD20 の細胞表面発現レベルと相関があった点が注目される。

Multiple myeloma is a disease entity where various subpopulations have been described, some with more proliferative 
capacity that gives rise to progeny. Risk classification in myeloma cases have employed clinical parameters, 
immunoglobulin profiles, karyotyping, and gene expression profiling focusing on the CD138-positive subset. Notably 
in the latter approach, the expression profiles of an array of 70 genes identified through microarray analyses has been 
proposed to be useful in guiding treatment.
 
In the current study, we have studied gene expression profiles in other myeloma subpopulations as defined by the 
heterogenous expression of CD138, CD38, CD45 and other markers in myeloma cases. Following cell sorting of the 
myeloma subpopulations by flow cytometry from bone marrow samples, we proceeded to conduct microarray-based 
gene expression profiling on the subpopulations. A targeted-RNA seq strategy was used to validate some of the findings 
from the microarray analyses.
 
We observed substantial variation in subpopulation frequencies between myeloma cases based on flow cytometric 
analyses. Gene expression profiles revealed variation in gene expression within subpopulations of the same 
immunological phenotype isolated from different cases, whereas some genes displayed more conserved patterns in 
expression. Notably, CD20 cell surface levels tended to associate with higher levels of expression for 13 genes that 
encode the ligands of activating human natural killer cell receptors.
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形質細胞異常症にともなう腎病変の臨床病理学的な特徴を明らかにする為に腎生検で腎の病理学的診断が明らかに
なった castnephropathy を除く形質細胞関連腎疾患の 27 人の患者について検討した。形質細胞類縁疾患の内訳は
MM10 例、sMM4 例、MGUS10 例、WM2 例、POEMS 症候群1 例であった。腎病理は ALアミロイドーシス(AL)
11 例、MIDD9 例 ( うち LCDD5 例 )、renalFanconi(FS)2 例、その他5 例であり、これらの骨髄における形質細胞
の割合の中央値はそれぞれ 2.2%、7.0%、2.0%、1.4% であった。軽鎖の型ではλが AL10/11 例、MIDD4/9 例、FS
0/2 例、その他2/5 例で、eGFR<50ml/min/1.73m2は AL2/11 例、MIDD9/9 例、FS1/2 例、その他2/5 例であっ
た。尿蛋白 ≥3.5g/ 日は AL5 例、MIDD1 例、FS0 例、その他0 例であった。治療による腎機能の改善は AL、FS で
は認めなかったが、MIDD では 3例 (CRenal1、PRenal1、MRenal1) で認めた。透析または腎移植に至ったのは AL
1 例、MIDD1 例であった。観察期間中央値 22.4 ヶ月中での死亡は AL3 例、FS1 例、MIDD1 例、その他3 例であっ
た。この事から形質細胞関連腎疾患では臨床像および予後が異なることが明らかになり可能な限り腎生検にて診断を
確立することが重要である。

To characterize the clinicopathological features of kidney disease associated with plasma cell dyscrasias, 27 patients 
with monoclonal gammopathy except for cast nephropathy who underwent renal biopsy were retrospectively studied. 
There were 10 patients with multiple myeloma (MM), 4 with smoldering MM, 10 with monoclonal gammopathy of 
undetermined significance (MGUS), 2 with Waldenstöm macroglobulinemia (WM), 1 with POEMS syndrome. Renal 
pathology included 11 with AL-amyloidosis (AL), 9 with monoclonal immunoglobulin deposition disease (MIDD, 5 
with light chain deposition disease (LCDD)), 2 with renal Fanconi (FS), 5 with others. In AL, MIDD, FS, and others, 
median percentage of plasma cell in bone marrow was 2.2%, 7.0%, 2.0%, 1.4% and λlight chain isotype was 10/11, 4/9, 
0/2, 2/5, respectively. The nephrotic level of proteinuria was seen in 5 and 1 patient with AL and MIDD, respectively. 
Improvement of renal function associated with treatment was observed in 3 patients with MIDD. Two patients required 
renal replacement therapy. With a median follow up of 2.4 years, 8 patients (AL 3, FS 1, MIDD 1, others 3) died, but 
none of the patients developed progression of underlying hematologic disease. Although still an insufficient number of 
patients for clarifying the disease spectrum, renal pathology is essential for correct diagnosis and prognostification of 
these patients.
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【序論】KL-6 は骨髄腫細胞にしばしば発現するMUC1 分子のシアル化糖鎖であり、骨髄腫（MM）患者の血清中で高
値となることがある。我々は、新規治療薬に早期に治療抵抗性となり白血病化した移植非適応症例を報告するととも
に、KL-6 と臨床的な特徴との関連について検討した。
【症例と結果】(1) 症例は 71歳、女性の IgG- λ型症候性MM。染色体は複雑型、FISH 法では t(4;14) 転座と 13番染
色体欠失を認め、発症時 KL-6 値は 1300U/ml と高値であった。VMPや VRd 療法に対し早期に治療抵抗性となり、
白血病化し発症後１年以内に死亡した。(2)MM初発患者 66例と再発再燃患者 6例を対象に血清 KL-6 濃度と臨床的
特徴について解析した。再発再燃患者の KL-6 は初発患者と比べ有意に高値であった。初発患者での解析では、KL-6
高値例は正常例と比べ、有意に血清 LDHが高値、骨髄中 CD38 強陽性細胞が多く、MM細胞上 CD19 発現が高かった。
また、13染色体欠失のある患者では KL-6 値が高い傾向を認めた。(3) 本症例の末梢血より樹立した骨髄腫細胞株は
増殖能が高かった。
【結語】MM患者血清中 KL-6 は再発再燃時に高いことがあり、病勢進行や薬剤耐性に寄与し、また、13番染色体欠
損と関与している可能性がある。骨髄腫における KL-6 の機能に関しては、KL-6 産生骨髄腫細胞株を用いて現在検討
中である。

Case A 71-year-old woman had IgG-λmultiple myeloma (MM) with complex chromosomal abnormalities with t(4;14) 
and 13q deletion by FISH. The serum KL-6 level was 1300 U/ml at diagnosis. She was resistant to VMP and VRd 
therapy in a short period and died after plasma cell leukemia transformation with 1-year survival. 
Methods and results To elucidate KL-6 function in MM, we investigated the association between serum KL-6 levels 
and characteristics and established KL-6-producing cell lines. 1)Analysis of the association between serum KL-6 levels 
and patient characteristics in 66 newly diagnosed and 6 refractory MM patients showed that levels were higher in 
refractory MM than in newly diagnosed patients. Newly diagnosed patients with high KL-6 levels (n=6) had higher LDH 
levels, more CD38 highly positive cells in bone marrow, and higher CD19 expression levels on myeloma cells. Patients 
with 13q deletion tended to have higher levels of KL-6.  2)A MM cell line established from the peripheral blood of the 
patient produced KL-6 and had high proliferative potential. 
Conclusions Some refractory MM patients have high KL-6 levels, which may contribute to disease progression and drug 
resistance, and the chromosomal abnormality of 13q deletion. We are attempting to clarify the function of KL-6 using the 
KL-6-producing MM cell line.
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【緒言】多発性骨髄腫で、骨髄線維化の合併は 10～ 30％とされ、その予後は不良とされている。我々は、診断時か
ら骨髄線維症を合併し、BD療法中に形質細胞腫が出現した症例を経験したので報告する。
【症例】
46歳男性。X年 6月、肺炎発症し、７月に側腹部と背部痛が出現し、近医受診。血液検査にて多発性骨髄腫が疑われ、
8月に当院紹介受診した。骨髄穿刺を施行するもdrytapであり、骨髄生検で、骨髄に形質細胞の増加と線維化を認めた。
JAK2V617F 変異は認められなかった。骨病変、貧血を認め、症候性多発性骨髄腫IgG κ（ISS2 期）と診断された。
8月から、BD療法を開始。M蛋白は減少するも、3コース終了後に Th8 に形質細胞腫が出現し、11月から同部位に
46Gy の放射線照射を施行、同時に BD療法 4、5コースを施行した。しかし、12月に Th11-12,L5-S1 にさらに腫瘤
性病変が出現しM蛋白も増加、BDは無効と判断し、同部位の放射線照射と CTD療法を開始した。骨髄生検では、骨
髄腫細胞は減少していたが、線維化の改善はみられなかった。X+1 年 1月から、VTD-PACE 療法を開始し、自家末梢
血幹細胞移植の施行を予定している。
【考察】
骨髄線維症を合併した、多発性骨髄腫は予後不良とされている。本症例は、診断時から骨髄の線維化を認め、BD療
法を施行するも多発の形質細胞腫が出現し線維化の改善も見られなかった。線維化に IMiDs が有効であるとの報告も
あり、IMiDs を使用した治療の経過を含め報告する。

 We report a multiple myeloma (MM) patient accompanied by myelofibrosis at diagnosis. A 46-year-old man admitted 
to our hospital because of back pain. His peripheral blood findings were as follow ; WBC 5500/μl，Hb 9.2g/dl, PLT 
33×104/μl, BUN 10g/dl, Cr 0.71g/dl, Ca 9.5g/dl, IgG 6069mg/dl. Immunoelectrophoresis revealed IgG κ-type M-protein. 
A bone marrow aspiration was dry tap. A bone marrow biopsy showed moderately myelofibrosis and infiltration of 
plasma cells. Multiple osteolytic lesions in pelvic bone and vertebrae were confirmed in CT. These findings were led 
to diagnosis of symptomatic IgG type MM with myelofibrosis. He was treated with bortezomib and dexamethasone 
(BD). Although M-protein gradually decreased, multiple plasmacytomas newly developed. He received radiation 
therapy and cyclophosphamide/ thalidomide/ dexamethasone (CTD) therapy. We are now planning to treat him with 
autologous peripheral stem cell transplantation after bortezomib/ thalidomide/ dexamethasone/ cis-platin, doxorubicin/ 
cyclophosphamide/ etoposide (VTD-PACE) therapy.
 Myelofibrosis is observed in 10-30% patients with MM, and the prognosis of these patients is very poor. IMiDs is 
reported to be effective in patients with primary myelofibrosis, so that we assess the efficacy of thalidomide including 
therapy in a patient with myelofibrosis.
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【症例】69歳、男性。C型肝硬変 (LC)、肝細胞がん (HCC) にて通院中、もともと脾機能亢進により汎血球減少であっ
た末梢血が、平成 27年 2月WBC1100、Hb4.5、Plt3.0 万まで低下。骨髄穿刺にて、ラッセル小体を有する細胞を
17.4%、M-G 染色で赤紫色を呈し、MPO染色、EST 染色陰性のアウエル小体様の針状結晶封入体を有する細胞を 5.6％
認めた。IgA1798mg/dl で IgA- κのM蛋白を認め、FCMにて CD138、Cy- κ陽性、病理クロット標本でも IgA、κ
のクロナリティーがあることから多発性骨髄腫 (MM) と診断。染色体分析ではmonosomy7(m7) を認めたが、異形
成は明らかではないため骨髄異形成症候群 (MDS) 由来か、MM由来か、この時点では断定できなかった。MMに準
じ大量デキサメサゾン療法施行し血球減少の改善を認め、レナリドマイド (R) を投与したところMM細胞の減少とと
もに血球減少改善し、染色体検査でもm7が減少した。しかしその後 C型 LC、HCC による肝不全の進行による R中
断後の血球減少再燃時に、MM細胞は不変なるもmyeloblast の増加とともにm7も増加したため、MMとMDS の合
併と判断した。その後、肝不全にて死亡した。
【考察】形質細胞にはラッセル小体など様々な封入体が細胞質内、核内に出現することが報告されている。結晶封入
体はMMのほか、CLL、悪性リンパ腫や稀に反応性形質細胞増加症に認められるが、針状結晶封入体を認めた報告は
極めて稀である。m7が陽性で、当初はMM細胞由来も考慮されたが、経過よりMDSの合併と判断した。

Russell bodies and inclusion bodies are rare but definite phenomena observed in activated antibody production. 
Identification of cell lineage of these cells is critical for diagnosis of multiple myeloma (MM) or related plasma 
cell dyscrasia. Here we report a case of MM with Russell bodies and needle-shaped inclusions complicated with 
myelodysplastic syndrome (MDS) with monosomy 7.
Case: A 69-year-old male was referred to our hospital because of pancytopenia. Immunoelecrophoresis showed 
monoclonal increase of IgAkappa immunoglobulin (1,798 mg/dL). Bone marrow aspiration revealed normal plasma cells 
(1.8%), but featured with increase of abnormal cells containing Russel bodies (17.4%) and needle-shaped crystalline 
inclusions (5.6%) that were positive for CD138, IgA, and kappa light chain. Dysplasia in myeloid, erythroid cells 
and increase of myeloblasts (4.8%) suggested coexistence of refractory cytopenia with multilineage dysplasia with 7 
monosomy. By 1 course of high dose dexamethasone (DEX) followed by 4 courses of lenalidomide plus DEX, marked 
decrease of MM cells (plasma 1.0%, Russell body cells 0.8%, needle-shaped inclusion body cells 2.8%) and monosomy 
7 (41% to 1% by FISH) was obtained. However, 5 months later MDS progressed with increase of myeloblasts to 19.2% 
in bone marrow and monosomy 7 cells (60%), while plasma cells remained suppressed. He died of hepatic failure.
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【背景・目的】破骨細胞分化促進因子である RANKL は、多発性骨髄腫 (MM) 骨病変部において高発現しており、破骨
細胞形成や骨病変形成を促進している。我々は RANKL が破骨細胞系細胞に対し Pim-2 の発現を誘導し、骨髄腫骨病
変形成に重要な役割を演じていることを見出した。そこで今回、Pim-2 を介するMMでの破骨細胞形成促進機序を
明らかにするために以下の検討を行った。【方法・結果】1)前破骨細胞株 RAW264.7 を用いた RANKL による破骨細
胞分化系において c-fos、NFATc1 やカテプシン Kの発現上昇に伴い Pim-2 の発現が誘導された。2)Pim 阻害薬 SMI-
16a および Pim-2siRNA 処理は RANKL による破骨細胞形成を抑制した。一方、Pim-2 過剰発現は RANKL による破
骨細胞形成を促進した。3）SMI-16a は MM細胞と骨髄細胞との共培養における破骨細胞形成の促進を抑制した。4）
RANKL による破骨細胞系細胞での Pim-2 の発現誘導はNF- κ B 経路の阻害により抑制された。5)SMI-16a の添加は
RANKL による PLC γのリン酸化を抑制し、Ca2+オシレーションも抑制することで破骨細胞分化に必須の転写因子で
ある NFATc1 が自己増幅が抑制された。【まとめ・考察】Pim-2 は RANKL-NF- κ B 経路の下流で誘導され、PLC γ
のリン酸化を介する Ca2+オシレーションを惹起し、NFATc1 の自己増幅を誘導することで破骨細胞の形成を促進させ
ていることが明らかとなった。Pim-2 は腫瘍進展だけでなくMMの骨吸収の亢進に関わる重要な治療標的と考えられ
た。

RANKL is upregulated in myeloma (MM) bone lesions to enhance osteoclastogenesis in MM. We have demonstrated 
that RANKL induces Pim-2 expression in osteoclastic lineage cells, and that Pim-2 play a critical role in 
osteoclastogenesis in MM. In the present study, we aimed to clarify the precise mechanism of osteoclastogenesis 
enhanced in MM with a special reference to Pim-2. RANKL induced Pim-2 along with c-fos, NFATc1 and cathepsin 
K in RAW264.7 preosteoclastic cells. The Pim inhibitor SMI-16a suppressed the RANKL-induced osteoclastogenesis. 
Treatment with Pim-2 siRNA also suppressed osteoclastogenesis by RANKL, whereas enforced Pim-2 expression 
enhanced osteoclastogenesis. Inhibition of the NF-kB pathway abolished the Pim-2 up-regulation by RANKL, 
suggesting the hierarchical RANKL-NF-kB-Pim-2 pathway for c-fos and NFATc1 induction. SMI-16a also suppressed 
osteoclastogenesis by bone marrow cells enhanced in cocultures with MM cells. NFATc1 is known to be auto-amplified 
by RANKL-triggered [Ca2+]i oscillation to act as a critical transcription factor for osteoclastogenesis. SMI-16a treatment 
abrogated the RANKL-induced phosphorylation of PLC gamma and thereby [Ca2+]i oscillation in RAW264.7 cells. 
Collectively, Pim-2 is demonstrated a critical downstream mediator of RANKL to trigger [Ca2+]i oscillation and thereby 
sustained up-regulation of NFATc1 and osteoclastogenesis, and suggested to serve as an important therapeutic target in 
osteoclasts in MM.
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【背景】多発性骨髄腫では多彩な細胞形態異常を認めるが，臨床的な意義は未解明な部分が多い．本研究では，多発
性骨髄腫における細胞形態異常と予後との相関について解析した．
【方法】2009 年から 2013 年に治療開始前の骨髄穿刺を施行された 48症例を対象とした．骨髄塗抹標本を光学顕微
鏡で観察し，Greipp 分類，骨髄腫細胞や他系統の血球の形態異常について記載した．これらの形態と予後との相関に
ついて，Logrank 検定により解析した．
【結果】48症例のうち，Greipp 分類ではmature タイプ 5例 (10%)，intermediate20 例 (42%)，immature21 例 (44%)，
plasmablastic2 例 (4%) であった．骨髄腫細胞に細胞質内空胞を認めた症例は 5例 (10%) あり，顆粒は 15例 (31%)，
多核細胞は 30例 (63%)，Russell 小体は 2例 (4%) で認めた．他系統については，Auer 小体を 1例 (2%)，偽ペルゲル
核異常を 1例 (2%)，環状核好中球を 2例 (4%) で認めた．生存期間解析では，細胞質内に顆粒を有する群は，有さな
い群と比較して予後良好である傾向を認めた (p=0.084)．
【結論】多発性骨髄腫において，骨髄腫細胞のみならず他系統の血球でも多彩な形態異常を認めた．骨髄腫細胞にお
ける細胞質内顆粒の有無は予後と関与している可能性がある．

Background 
 Various morphological abnormalities are observed in multiple myeloma. However, clinical significance of them is barely 
known. We investigated a correlation between morphological abnormalities and clinical outcome.

Methods
 A total of 48 multiple myeloma patients who hospitalized in our hospital between 2010 and 2013 were enrolled. Greipp's 
morphological classification and morphological abnormalities were evaluated. Statistical analysis (Log-rank test) was 
performed with EZR.

Results
 According to Greipp's morphological classification, we identified 5 cases as mature myeloma (10%), 20 cases as 
intermediate myeloma (42%), 21 cases as immature myeloma (44%), 2 cases as plasma blastic myeloma (4%). We 
found vacuolation in 5 cases (10%), cytoplasmic granules in 15 cases (31%), multinucleated cells in 30 cases (63%), and 
Russell bodies  in 2 cases (4%). As for myeloid cells, Auer bodies in 1 case (2%), pseudo-Pelger-Huet anomaly in 1 case 
(2%), neutrophils with ring-shaped nuclei in 2 cases (4%) were observed. We revealed that overall survival of granular 
group had a tendency to be longer than non-granular group (p=0.084).

Conclusions
 A variety of morphological abnormalities were identified in multiple myeloma. We found that presence of cytoplasmic 
granules in myeloma cells may correlate with prognosis.
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Biclonalgammopathyはまれな病態であるが、最近いくつかのまとまった報告がみられるようになった。今回、我々
は過去 12年間に経験した軽鎖の異なる 2種類以上のM蛋白がみられた 9症例につき、後方視的な解析を行ったので
報告する。症例の内訳は、初診時にMMとMGUS が併存していたもの 2例、MMの経過中にMGUS あるいは BGUS
（biclonalgammopathyofundeterminedsignificance）様の病態を併発したもの 2例、MGUS の経過中にMMを発症
したもの 1例、biclonalWMと考えられたもの 1例、WM＋M(B)GUS と考えられたもの 1例、BGUS（IgM-IgM）1
例、T細胞リンパ腫の経過中に BGUS（IgG-IgG）様病態を呈したもの 1例、であった。MM＋MGUS のうちの 2例
では、MMの病勢進行とともにMGUS クローンは消失した。従来の報告とは異なり、BGUS の頻度は低く、MMや
WMなどの免疫グロブリン産生細胞腫瘍に伴って別のクローン由来と考えられるMGUSがみられることの方が多かっ
た。Biclonalgammopathy を呈する症例では、免疫グロブリン産生細胞が腫瘍化をきたしやすいような遺伝的背景や
外因を有する可能性があり、今後の症例の蓄積が望まれる。

Biclonal gammopathy is a rare condition with more than one M protein identifiable. Here, we retrospectively studied 
clinical characteristics of 9 cases with biclonal gammopathy, identified as M-components with different immunoglobulin 
light chain in the past 12 years. In these cases, two were initially diagnosed as MM with MGUS, two developed MGUS 
or BGUS (biclonal gammopathy of undetermined significance) during the course of MM, one developed MM during the 
course of MGUS, one was diagnosed as biclonal WM, one was diagnosed as WM with M(B)GUS, one was diagnosed 
as BGUS (IgM-IgM), and one developed BGUS (IgG-IgG)-like status during the course of T-cell lymphoma. In two 
patients with coexistence of MM and MGUS, MGUS clones disappeared with development of MM. In contrast to the 
previous reports, the incidence of BGUS was low and MGUS associated with MM or WM was the main condition in our 
series. The results indicated that cases with biclonal gammopathy may possess genetic backgrounds and/or exogenous 
factors which would lead immunoglobulin-producing B-lymphoid cells to proliferation. Further studies are need to 
clarify the clinical aspects of biclonal gammopathy in Japan.
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【目的】レナリドミド（Len）は多発性骨髄腫に優れた治療効果を示し、通常 body当たり 25mg で投与されている。
しかし、Len の副作用を最小化し、十分な治療効果を発揮するためには患者個別に至適投与量を設計することが極め
て重要である。そこで、本研究では Len の体内動態変動、毒性および治療効果の関連を検討した。
【方法】対象は Len およびデキサメタゾン療法を施行した再発・難治性多発骨髄腫患者 13名とした。治療効果と毒
性の評価は初回 3コースまでの最良総合効果と最悪グレードを用いた。Len の血中濃度は初回サイクル 7日目の服用
3時間後に採血を行い、高速液体クロマトグラフィー法にて測定した。
【結果】Len 濃度は中央値 341.8ng/mL[172.5-555.6ng/mL] であった。クレアチニンクリアランス推定値は濃度 /
投与量比と有意な相関が得られた。血中濃度のカットオフ値は ROC（受信者動作特性）曲線によって 320ng/mL と
算出された。320ng/mL 以上の場合、グレード 3/4 の副作用発現が 62.5％（5/8）を占めたが、320ng/mL 未満で
はグレード 3/4 はみられなかった（0/5）。一方、治療効果は同等であった。以上より、重症度は Len 濃度と有意に
関連していることが明らかになった。
【結論】本研究結果により、Len の重篤な副作用を回避でき、なおかつ治療効果を減弱しない濃度が存在することが
示唆された。

Background: Lenalidomide (Len) has significant clinical activity in patients with multiple myeloma (MM) and is 
administered at 25 mg/body. It is important to determine the most suitable dosage individually. Here, we investigated the 
relationship between pharmacokinetic variability of this drug and its toxicity and therapeutic efficacy.
 Methods: Thirteen patients with MM were enrolled in this study. They were treated with Len and dexamethasone 
therapy. Evaluation of efficacy and toxicity was adopted best response and highest grade in the first three cycles. 
Peripheral blood was collected 3 hours after Len administration on day 7 in the first cycle and the plasma concentration 
of Len was evaluated using HPLC. 
 Results: The Len concentration was median 341.8 [172.5-555.6] ng/mL. Estimated creatinine clearance values 
significantly correlated with Concentration/Dose ratios. The percentage of any Grade 3/4 adverse event for patients with 
≥ 320 ng/mL Len, an optimal cutoff value by a Receiver Operating Characteristic curve analysis, was 62.5% (5/8), and 
that of patients with <320 ng/mL was zero (0/5). The Fisher's exact test demonstrated that the severity of adverse effects 
significantly correlated with the Len concentration. However, there was no correlation between Len concentrations and 
best responses. 
 Conclusion: These findings indicate that there are Len concentrations to avoid severe adverse events without reducing 
therapeutic efficacy.
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【緒言】
Bortezomib(Bor) と Lenalidomide(Len) に治療抵抗性の多発性骨髄腫（MM）に Pomalidomide(Pom)4mg/ 日を 21日
間連日投与可能な症例には効果が期待できる。しかし、Pom1mg/ 日未満減量は推奨されていない。今回 Pom１mg
隔日減量投与で重症好中球減少を回避でき、部分寛解 (PR) 維持できた症例を経験したので報告する。
【症例】66歳、女性。2011 年 6月MM(IgG- κ型、ISS:stage3) と診断された。BD療法無効で形質細胞性白血病へ移
行した。RD療法無効で VAD療法有効で PR、tandemの Auto-PBSCT 施行後約 2年間 sCR 維持できた。しかし 2015
年 1月再発しMP療法不応性のため、9月 Pom4mg/ 日開始したが、重症好中球減少 (500/ μ l 以下 ) あり、Pomを
漸減し、最終的には 1mg隔日で PRを維持できた。
【考察】
文献的には、Pomの重症有害事象回避のため Pom1mg/ 日の隔日少量投与を余儀なくされた報告は、本症例を含め
6例のみであった。奏功は、VGPR １例、PR2 例、SD1 例、PD2 例と意外と良かった。但し、奏功は用量に比例して
高くなる傾向があり、やはり安易な減量には注意が必要である。しかし、本例のように、重症有害事象を認めた場合は、
Pom1mg 隔日の少量投与も検討すべきと考えられた。

 [Introduction]A favorable therapeutic response may be expected in MM resistant to bortezomib (Bor) and lenalidomide 
(Len) who can tolerate consecutive-day administration of pomalidomide (Pom) at 4 mg/day for 21 days. Pom dosage 
reduction to <1 mg/day is not recommended. We encountered a case of MM in which administration of Pom at a reduced 
dose of 1 mg on alternate days enabled avoidance of severe neutropenia and maintenance of PR.
[Case] A 66-year-old woman was diagnosed as MM  in 2011. Following failure of Bor plus dexamethasone (BD), 
progressed into plasma cell leukemia. Len plus dexamethasone (RD) proved ineffective, VAD was undertaken, which 
yielded PR. sCR was maintained over the ensuing about 2 years following tandem autologous PBSCT. In 2015, MM 
was relapsed, which did not respond to MP. Pom(4mg/day) was began, development of severe neutropenia necessitated a 
gradual reduction of the Pom dose. PR has since been maintained with alternate-day 1-mg Pom.
[Discussion]
Our search of the literature revealed not more than 6 reports of cases, in which the patients had to receive  Pom at 1 mg 
on alternate days to avoid severe adverse events. Response appears unexpectedly gratifying, viz., VGPR in 1, PR in 
2, SD in 1, and PD in 2. There was a trend for the response to improve with increasing dose, caution is still necessary 
before deciding on dosage reduction. The possibility of Pom at 1 mg on alternate days may have to be explored in cases 
developing severe adverse events.
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背景：VMPは日本に於いて、移植非適応の多発性骨髄腫（MM）患者に対するファーストライン治療として推奨され
ている。しかし、VISTA 試験と同様のスケジュール（ボルテゾミブ（BOR）を day1、4、8、11、22、25、30、33
に静注し 42-daycycle で繰り返す）では、多くの日本人患者は有害事象（AE）のために不耐容となり、BOR 総投与
量が低くなる。我々は以前、BDにおいて BOR を 1/ 週投与で開始すると、2/ 週投与で開始するよりも AE は軽減す
るが治療効果も減弱することを報告した。そのため、我々は VMPにおいて、導入 1クール目を BORを 2/ 週投与で
行い、2クール目の地固めより 1/ 週投与とする PETHEMA-like スケジュールを皮下注 BORで行い、その効果と安全
性を検討した。患者および結果 :13 名の患者がエントリーした（年齢中央値 72.5、70-80）。4名が AEのために、3
名が PD/SD で治療を中止した（完遂率 46％）。6名で BOR 総投与量は目標の 40mg/m2を超えプロトコール治療を
完遂したが、VGPR 率は 83.3%（5 例）であり、CR は 1例も得られなかった。有害事象の内、末梢神経障害（PN）
の発生は、grade3 が 3例（イレウス 2例含む）、grade1-2 が 2例（起立性低血圧）であった。Grade3 の皮膚症状が
2例に生じ、１例で治療中断となった。	考察：本プロトコールでは、感覚神経障害は低頻度であったが、自律神経障
害の発生が問題であった。有害事象により完遂率は充分でなく、高齢者での VMP施行の用法用量調節の難しさが明
らかとなった。

Background : VMP has been conducted as a standard first-line therapy for autotransplant-ineligible myeloma patients 
in Japan. However, when VMP is administered as VISTA-like schedule (intravenous-bortezomib (BOR) at day 1,4,8,11, 
22, 25, 30 and 33 in a 42-day cycle), many Japanese patients have got to be intolerable due to adverse events (AEs). 
We previously reported that BD starting with once-weekly BOR was less toxic but less effective than BD starting with 
twice-weekly BOR, therefore, we tried to perform PETHEMA-like VMP (containing one 42-day induction with twice-
weekly BOR and 35-day consolidations with once-weekly BOR) with subcutaneous administration of BOR. Patients 
and results : 13 patients (median age 72.5, range 70-80) were enrolled. The VMP stopped in 4 patients due to AEs, and 
in 3 with PD/SD. 6 patients (46%) completed the protocol, and cumulative dose of BOR in each patient reached to >40 
mg/m2. 83.3% (5 out of the 6) achieved VGPR, but no CR was found. Grade 3 peripheral neuropathy (PN) occurred 
in 3 patients (including 2 ileus), grade 1-2 occurred in 2 (orthostatic hypotension), and grade 3 skin eruption occurred 
in 2. Conclusion: In our VMP protocol with subcutaneous-BOR administration, autonomic neuropathy including 
paralytic ileus occurred frequently, though sensory neuropathy was less frequent. Since only half of the enrolled patients 
completed the protocol, it seemed to be difficult to conduct the VMP for Japanese elderly patients.
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透析症例に対する Len の至適投与量や安全性については不明な点が多い。当科でHDを要する腎障害合併形質細胞
性疾患 6例に Len を投与したのでその効果・副作用を報告する。症例 1：AL アミロイドーシス、52歳女性。初発時
からHD導入。Mel/Dex/Bor 後に血球減少のため Ld(Len5mg) へ変更。10コース施行したが、血球減少が強く Len
5mg を 2投 1休へ減量して投与を続け PS の維持が得られている。症例 2：MM、65歳男性。Vd療法後にHD導入。
末梢神経障害のため、Ld(Len5mg) へ変更。現在まで 13 コース施行し、血球・FLC 比正常を維持。症例 3：MM、
79歳男性。VMP療法後HD導入。週一の通院ができないためLd(Len5mg)へ変更。便秘・食欲不振で4コース施行後、
治療拒否。症例 4：C3 腎症、80 歳男性。Vd 療法後に腎機能が増悪、Ld(Len5mg) が開始されたが、1コース施行
中にHD導入。その後 Ld 再開し 4コース施行後、味覚障害あり中止。症例 5：クリオグロブリン腎症合併MM、72
歳女性。前医でHD導入後当科紹介。Vd療法で全身倦怠感強く、Len5mgの単独療法へ変更したが好中球減少が強く、
隔日投与へ減量。その後原病の進行により投与中止。症例 6：MM、74 歳男性。VMP療法後にHD導入。末梢神経
障害のため Ld(Len5mg) へ変更。食欲低下・ADL 低下のため 2コースで治療中止。5mgと少量の投与でありながら
効果のある症例もある一方、HD非施行例では見られない副作用による中止もあり、対応は個々に決めていく必要が
ある。

 While the dose of Len has been shown in the setting of renal failure without HD, there have been scanty information 
regarding the administration of Len under HD.  Here, we report the experience of Ld (Len and Dexamethasone (Dexa)) 
therapy in six plasma cell disorder patients (multiple myeloma (MM) 4, MGRS (C3 nephropathy) 1, AL amyloidosis 
1) who were complicated with severe renal failure and required HD due to plasma cell disorder progression.  The dose 
of Len was all 5mg for 21 days and mainly combined with Dexa 20mg weekly for three weeks.  All patients underwent 
chemotherapy including Bortezomib (mainly Bd) before Ld. In two cases (one MM and one AL), Ld was well tolerated 
with good response and more than ten courses were given without significant side effects.  On the other hand, three 
patients (two MM and one MGRS) suffered from unique symptoms, which was not commonly seen in those patients 
without HD even with higher dose, such as appetite loss or dysgeusia.  These symptoms led them to quit Ld before good 
response was obtained.  One patient with MM complicated with cryoglobulinemia was too frail to keep on Len mono 
therapy with severe cytopania and could not complete only one course.  Although just 5mg of Len is powerful enough to 
reduce the M protein levels and lead patients to the remission, the same dose of Len may evoke the severe side effects.  It 
is therefore warranted to decide the ideal dose or schedule of Len for each patients with HD.
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【背景】Pom/dex 療法は再発難治性多発性骨髄腫に対する治療であるが、実臨床における Pom/dex 療法の有効性と効
果の評価はまだ十分でない。【方法】当院にて 2015 年 5月から 12月に Pom/dex 治療を行った再発難治性多発性骨
髄腫患者 15例を後方視的に解析した。【結果】15例の年齢は 44-83 歳（中央値 68 歳）、Bortezomib 不応、不耐は
それぞれ13、2例、Lenalidomide不応、不耐はそれぞれ13、2例であった。前治療レジメンは3-12（中央値5）であった。
有効性を評価し得た 11例のうち、最良効果は PR6 例、SD3 例、PD2 例であった。Grade3/4 の有害事象は血液毒性
が多く、Grade3 以上の非血液毒性は敗血症性ショック、肺炎がそれぞれ 2例、ビリルビン上昇が 1例にみられた。【結
論】Pom/dex 療法は再発難治性多発性骨髄腫に対し有効であるが、重症感染症が高率にみられるため、感染に対する
注意が必要である。

[Background] Pom/dex is a potent salvage therapy for relapsed and refractory multiple myeloma (RRMM). However, 
the efficacy and safety of this therapy in clinical practice have not been fully verified. [Methods] We retrospectively 
analyzed 15 pts with RRMM, who had received Pom/dex therapy in our hospital between May and December in 2015. 
[Results] The median age of all 15 patients (pts) was 68 years (range; 44-83). Among them, 13 and 2 pts were refractory 
and intolerant to bortezomib (Bor), respectively. As well, 13 and 2 pts were refractory and intolerant to prior lenalidomide 
(Len), respectively. Median number of prior treatment was 5 (range; 3-12). Of all 11 pts evaluable for the efficacy, the 
best response showed 6 PR, 3 SD and 2 PD. Most common grade 3-4 adverse events were hematological toxicities. As 
grade 3 or higher non-hematological toxicity, septic shock and pneumonia were observed in 2 pts each and increase of 
blood bilirubin in 1 patient out of 15 pts. [Conclusion] Although Pom/dex therapy seemed highly effective for heavily-
treated double-refractory pts with RRMM, high incidence of serious infections was observed. Sufficient prophylaxis and 
appropriate treatment for infection need to be considered.



ポスター発表

P-26	 再発・難治性多発性骨髄腫に対するポマリドミド・シクロフォスファミド・デキサメタゾン
療法の有用性
The efficacy of pomalidomide, cyclophosphamide, and dexamethasone for relapsed/
refractory myeloma

永田　泰之、岡　伸一郎、安達　美和、深津　有佑、柳生　友浩、小野　孝明
YasuyukiNagata,ShinichiroOka,MiwaAdachi,YusukeFukatsu,TomohiroYagyu,TakaakiOno

浜松医科大学医学部付属病院　血液内科
 Division of Hematology, Internal Medicine 3, Hamamatsu University School of Medicine

Bortezomib、lenalidomide に治療抵抗性となった多発性骨髄腫 (MM) は予後不良である。Pomalidomide(Pom) と低用
量 dexamethasone(Dex) 併用療法 (PomDex 療法 ) は、これらの患者においても有効と報告されているが、PomDex 療
法が奏効しない患者群も存在する。今回、PomDex 療法中に病勢進行 (PD) となったが、cyclophosphamide(CPA) を
追加することで奏効が得られた症例を経験したので報告する。症例は 71歳、男性。2002 年に IgG- κ型MMを発症、
2007 年 8 月に症候性となり VAD 療法後、自家移植 (melphalan200mg/m2) を施行した。2010 年 12 月に再発し、
thalidomide、MPT 療法、BD 療法、MP療法、Rd 療法を行うも治療抵抗性となり、2015 年 7 月より PomDex 療法
を開始した。1コース終了後からM蛋白が増加し、2コース終了時点で PDとなったため、CPA を追加して PCD 療
法 (Pom4mg/bodypod1-21,CPA50mg/bodypoeveryotherday,Dex40mg/bodypod1,8,15,22) に変更した。こ
れによりM蛋白は減少し、4コース終了時点で部分寛解となった。有害事象の増加はみられなかった。本例を含めて
当院で PCD療法を行った 4例の経験から、PCD療法の有用性について検討し報告する。

Double refractory multiple myeloma has a poor prognosis. Although PomDex regimen (pomalidomide, low dose 
dexamethasone) improves the clinical outcome in these patients, not all the cases have efficacy. Some investigators have 
reported PCD regimen (pomalidomide, cyclophosphamide, and dexamethasone) for myeloma with refractory to PomDex 
regimen, but the efficacy is not elucidated. Here, we report the successful case received PCD regimen in spite of disease 
progression after PomDex regimen.
A 71-year-old male was diagnosed as IgG-κ myeloma in 2002. He received VAD regimen followed by autologous 
hematopoietic stem cell transplantation (L-PAM 200mg/m2) in 2007 because of disease progression. However, he had 
a relapse in December 2010, and his disease was refractory for salvage treatments such as thalidomide, MPT, BD, MP 
and Rd regimen. Moreover, progression disease with increased M protein was observed after addition to two courses of 
PomDex regimen. Therefore, we changed the treatment to PCD regimen, he obtained partial response after 4 courses 
of PCD regimen without exacerbation of adverse events. We treated 4 cases with PCD regimen in our institution and 
assessed the efficacy of this regimen. Our results support the use of PCD regimen for myeloma with refractory to 
PomDex regimen.
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当院にて加療された再発難治MM. 症例に対するポマリドマイド・デキサメタゾン（Pd）療法の使用経験に関してま
とめてみた。症例は 61-86 歳（80 歳以上７名含み、中央値 7９歳）であり、前治療レジメン数は 2-6（中央値 3.5）
かつ７例においては直近でレナリドマイドが投与されていた。Pd療法コース数は 1-9 サイクルであった。PRを 4例
（28.5％）において認め、その他 SD５、PD５であった。また 3症例において Pd不応のためエンドキサン併用とし、
内 1例においては奏効を認めた。PRの内 2症例においては 9サイクル施行中も寛解を維持している。なお形質細胞
腫合併の 3例はいずれも不応であった。有害事象特に G3以上の血液毒性を 9例（64％）に認め、1例において繰り
返す肺炎を認めた。その他非血液毒性として易疲労感やふらつきを 3例において認めた。このため 5例においては初
回投与量 4mgからの減量を余儀なくされ、後半 4症例においては初回から減量投与とした（全体では 4mg長期継続
投与例はなし）。考案；高い頻度で G3以上の血液毒性を認めた点で、高齢者や frail の症例においては開始用量を減
量することが妥当であると思われた。なお奏効不応の場合のエンドキサン投与は奏功率の点では決して十分とは言え
ないものの、ポマリドマイドを減量する分骨髄抑制は軽度に留まる点で比較的安全に実施出来る治療レジメンである
と考えられる。

We have analyzed 14 cases of relapse or refractory multiple myeloma patients, which were treated with pomalidomide 
and dexamethasone (Pd) therapy in our institute.The patients were 61-86 aged female (n=11) or male (n=3) and had been 
treated with various combinations of chemotherapeutical drugs including bortezomib and lenalidomide. The therapy was 
repeated as long as 9 of the maximum cycles in 2 patients. Partial remission was observed in 4 cases (28.5%), whereas 
there were 5 cases exhibiting progress of the disorder including 3 extramedullary plasmacytomas. In 3 cases, oral 
cyclophosphamide was added as a salvage regimen, which was effective in 1 case. Grade 3 or 4 hematological toxicity 
(neutropenia or thrombocytopenia) were observed in 9 cases (64%) and bacterial pneumonia was repeatedly complicated 
in a single case. As for non-hematological side effects, easy fatigue or dizziness was often observed.  In conclusion, it 
was considered to be reasonable for very old or frail patients to be started with decreased doses of pomalidomide (3mg or 
lower) and addition of cyclophosphamide could be a promising partner as a salvage regimen for Pd-refractory cases.
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【目的】新規薬剤が登場した現在でも若年者多発性骨髄腫患者 (MM) では自家末梢血幹細胞移植が標準的治療となっ
ている。しかし、自家移植を行ってもMMは完治困難な疾患である。今回我々は当院で自家移植を行ったMM患者
で予後因子を検討した。【方法】当院で２０１４年１２月までに自家移植を行ったMM患者１１５人（男性６３人、
女性５２人）を対象とした。年齢は中央値６２歳（３９－７５歳）で観察期間中央値７７ヶ月（８－２０３ヶ月）で
あった。５０％生存期間中央値は５６ヶ月であった。【結果】予後因子として年齢、Ｍ蛋白型、ハイリスクＦＩＳＨ
異常（ｄｅｌ（１７ｐ）またはｔ（４；１４））、移植回数、病期、ＩＳＳ、移植回数、地固め療法の有無で多変量解
析を行った。ハイリスクＦＩＳＨ異常（ＨＲ：６．８７（１．３８－３４．１６）ｐ＝０．０１９）とＩＳＳ３（ＨＲ：
９．０１（１．４６－５５．６７），ｐ＝０．０１８）がリスク因子として抽出された。これらリスク因子の数で３群に
患者を層別することができた。【考察／まとめ】ＲｅｖｉｓｅｄＩＳＳと同様に当院の患者群でもＩＳＳ３、ハイリ
スクＦＩＳＨ異常を有する患者では予後不良であった。

Objective: In multiple myeloma (MM) patients aged 65 and younger, autologous peripheral blood stem cell 
transplantation has been still used as a standard therapy even after novel agents were developed. MM is still refractory 
even after autologous transplantation. We determined prognostic factors for MM patients receiving autologous 
transplantation at our hospital. Methods: The study subjects were 115 MM patients (63 men) that received autologous 
transplantation at our hospital up to December 2014. The median age and observation duration were 62 years old (39-
75) and 77 months (8-203), respectively. The median duration of 50% survival was 56 months.Results: Multivariate 
analyses for potential prognosis factors were performed with age, M protein, high risk FISH abnormality [del17p or 
t(4;14)], the number of transplantations, disease stage, International Staging System (ISS), and consolidation therapy. 
High risk FISH abnormality (HR: 6.87; 95%CI: 1.38-34.16; p=0.019) and ISS 3 (HR: 9.01; 95%CI: 1.46-55.67; p=0.018) 
were determined as risk factors. Based on the number of these risk factors, patients were classified into three groups. 
Conclusion: Consistent with the revised ISS, ISS 3 and high risk FISH abnormality were identified as poor prognostic 
factors.
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再発難治性の骨髄腫治療薬としてパノビノスタットが承認され国内でも保険適用内で使用可能となった。これまで報
告されているパノビノスタットを用いた臨床試験では非血液毒性として下痢や食欲不振、全身倦怠感などQOL の低
下をきたす症状が多く観察され、容量依存性に発現頻度、重症度が高くなる傾向がある。日常診療で使用する患者は
試験参加患者以上に PS や臓器機能、栄養状態が低下している可能性が高く、QOL を低下させないことが長期的に治
療を継続するために重要である。当院ではパノビノスタットの初回投与量を 10mg/ 日（週 3回投与、1サイクル 6
回投与）に減量して開始し、忍容性に問題がなければ最大 20mg/ 日まで漸増していく方法で導入している（ボルテ
ゾミブ、デキサメサゾンの投与法は国際共同第 III 相臨床試験 PANORAMA-1 と同様）。現時点までで 3人の患者に使
用し、休薬・中止の必要な副作用の出現はなく、且つ 3コース終了時点で PR以上の良好な治療効果を確認している。
日常診療におけるパノビノスタット導入時の投与量については保険適用量（20mg/ 日）が最適かどうか議論の余地が
あり、症例の蓄積が必要と考える。少量開始、漸増法での導入は忍容性・有効性の両面から有用であると考えられた
ため経過を報告する。

Panobinostat was approved in Japan for patients with relapsed and/or refractory multiple myeloma. The most common 
non-hematological adverse reactions included diarrhea, fatigue, nausea and vomiting in the phase III PANORAMA-1 
trial. In daily clinical practice, general condition of a patient might be worse than that seen in the trial, so the tolerability 
of regimens is of particular importance, along with efficacy. In our group, panobinostat was administered orally at 10 
mg 3 times a week for 2 weeks in a 3-week cycle, and the dose of panobinostat was escalated to 20 mg in a step-by-step 
manner if adverse effects could be tolerated. Bortezomib was administered by subcutaneous injection at 1.3 mg/m2 twice 
weekly for 2 weeks, along with 20 mg of dexamethasone. Three patients were administered panobinostat in this dose-
escalation regimen, and achieved partial remission after 3 cycles with no critical adverse reactions. Although the starting 
dose for panobinostat in daily clinical practice remains controversial, a dose-escalation regimen could prove useful in 
terms of tolerability and efficacy.
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【背景および目的】多発性骨髄腫（MM）の治療成績は造血幹細胞移植（HSCT）、プロテアソーム阻害薬や免疫調節薬
などの新規薬剤の導入で飛躍的に向上し、年々生存期間が延長してきている。そこで当院の症例の生存期間を年代別
に比較し、HSCT および新規薬剤の導入によって治療成績が向上したかどうか検討した。
【対象および方法】対象は 1971 ～ 1995 年および 2001 ～ 2013 年に初発症候性MM（NDMM）と診断された未
治療の 499 例。初回治療は chemotherapy が 399 例、新規薬剤が 41 例（bortezomib-based：32 例、thalidomide-
based：8例、lenalidomide-based：1例）、HSCT が 59 例（singleauto-SCT：35 例、tandemauto-SCT：22 例、auto-
alloSCT：2例）であった。それぞれの年代別の生存期間を Kaplan-Meier 法や Logrank 法で比較検討した。
【結果】1975 ～ 1980 年（MP療法期）の全生存期間（OS）中央値は 26.5 ヶ月、1981~1995 年（多剤併用化学療法期）
では 39ヶ月、2001 ～ 2013 年（ASCT および新規薬剤期）では 86ヶ月であり、化学療法中心であった時期と比べ
て有意なOSの延長が得られていた（p<0.05）。
【結論】当院においてもHSCT および新規薬剤の導入はNDMMの治療成績の向上をもたらした。

【Background and Objective】The results of treatment for multiple myeloma (MM) have markedly improved with the 
introduction of hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) and novel agents (NA), such as proteasome inhibitors 
and immunomudulatory drugs, and survival has been extended year by year. In this study, we compared survival times by 
years in patients in our hospital to examine whether the introduction of HSCT and NA improved the results of treatment 
for MM.
【Patients and Methods】The patients consisted of previously untreated 499 patients who were newly diagnosed 
symptomatic multiple myeloma (NDMM) in 1971-1995 and 2001-2013. Of these patients, 399 were initially treated with 
chemotherapy, 41 with NAs (32 with bortezomib-based, 8 with thalidomide-based, and 1 with lenalidomide-based), and 
59 with HSCT (35 with single ASCT, 22 with tandem ASCT, and 2 with auto-allo SCT). The survival times during 1971-
1995 and 2001-2013 were compared using the Kaplan-Meier and log rank methods.
【Results】The median overall survival (OS) was 26.5 months during 1975-1980 (MP therapy period), 39 months during 
1981-1995 (combination chemotherapy period), and 86 months during 2001-2013 (ASCT and NA period), indicating a 
significantly longer survival than that during the period when MM was mainly treated with chemotherapy (p <0.05).
【Conclusion】In our hospital, the introduction of HSCT and NAs improved the results of treatment for NDMM.
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【症例】56 歳女性。X-1 年 3 月に全身倦怠感を主訴に受診した。初診時の血液検査はWBC60,900/ μ l(FCM で
CD19-,CD20+,CD38+,CD56-,CD138+,cykappa+ の表面抗原を有する形質細胞が 92%),Hb8.2g/dl,Plt8.2 万 / μ l、
FISH 法はt(11;14)陽性、G分染法は 46XX,add(9)(p24),t(11;14)(q13;q32),der(14)t(11;14)(q13;q32)[7/20]であっ
た。IgA- κ型形質細胞性白血病と診断し、CyBorD 療法を 6コース施行し、PRを得た。X-1 年 9月よりメルファアラ
ン大量療法を前処置としてタンデム自家移植を施行し、sCR に至った。X年 10 月に臀部及び両側大腿の疼痛、排尿
困難感を自覚した。脳・脊髄MRI で病変を認めなかったが、髄液検査で骨髄腫細胞の増加を認め、中枢神経再発と診
断した。同月より大量メトトレキサート療法及びメトトレキサート、シタラビン、プレドニゾロンの髄腔内投与を施
行したが症状の改善を認めなかった。X年 11月よりレナリドミドとステロイドの併用療法（Rd療法）を開始し、1コー
ス施行後に症状の改善と髄液中の骨髄腫細胞の陰性化を確認した。Rd療法 14コース施行後のX+1 年 11 月、末梢血
中に形質細胞の著増を認め、再発を確認したが、髄液中の細胞数は陰性であった。
【結論】本例では中枢神経病変に対するレナリドミドの有効性が認められた。今後 IMiDs の中枢神経病変に対する有
効性の更なる検証が望まれる。

[Case] In Mar. X, a 56-year-old woman was admitted to our hospital with general malaise. Her WBC was 60.9×103/μl 
(92% of them were plasma cells positive for CD20, CD38, CD138, cy kappa and negative for CD19), Hb was 8.2g/dl 
and Plt was 8.2×104/μl. She was diagnosed with IgA-κ PCL without high-risk cytogenetic abnormalities. After 6 cycles 
of CyBorD therapy, she achieved PR. In Sept. X-1 and Jan. X, she received tandem ASCT and achieved stringent CR. In 
Oct. X, she had a relapse as central nervous system myelomatosis (CNS MM), which was refractory to high-dose MTX 
and triple IT chemotherapy. She received lenalidomide and DEX (Rd) and achieved remission of CNS MM after 1 cycle 
of Rd. However, Nov. X+1, after 11 cycles of Rd, she had hematological relapse without myeloma cells in CSF. 
[Conclusion] CNS MM in this patient was successfully treated with lenalidomide. More reports on the therapeutic effects 
of IMiDs on CNS MM are critically required.
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【背景】DCEP(dexamethasone,cyclophosphamide,etoposide,andcisplatin) 療法は再発・難治性多発性骨髄腫に対し
て有効な治療法であるが、プロテアソーム阻害剤や免疫調整薬等の新薬が使用可能となった後におけるDCEP 療法の
報告は少ない。
【目的・方法】2009 年 4月以降に DCEP 療法を受けた骨髄腫 21例について、その有効性を後方視的に検討した。
【結果】対象は男性 13例、女性 8例、初回DCEP 療法時年齢中央値 61歳 (19-74 歳 )、M蛋白は IgG9 例、IgA6 例、
BJP5例、非分泌型1例、κ14例、λ6例、診断から初回DCEP療法までの期間は中央値57ケ月(3-186ケ月)であった。
21例に対して実施された 26回の DCEP 療法の奏効率は PR以上7 回、SD10 回、PD5 回、評価不能4 回であり全
奏効率 26.9% であった。
26回中 25回はボルテゾミブ、12回はレナリドミド、6回はサリドマイド投与後に、16回は自家移植、3回は同種
移植後の救援療法として投与されていた。
DCEP 療法後の無イベント生存期間中央値は 2ケ月 (1-6 ケ月 )、全生存期間中央値は 11ケ月 (1-67 ケ月 ) で、1年生
存率は 45.4% であった。
【考察】DCEP 療法は、自家移植後や多くの新規薬剤治療歴のある症例に対して用いられていた。新規薬剤の時代にお
いても再発難治性骨髄腫に対する救援療法として有用であることが示唆された。

【Background】DCEP (dexamethasone, cyclophosphamide, etoposide, and cisplatin) has proved to be an effective 
salvage therapy for refractory/relapsed multiple myeloma (RRMM). Little is known, however, about its potential as 
salvage therapy in the era of novel agents, such as proteasome inhibitor and immunomodulatory drugs.
【Methods】We retrospectively analyzed the effectiveness of DCEP therapy in patients with RRMM treated after April 
2009 in our hospital.
【Results】Twenty one patients (13 male and 8 female) were included in this study. They had received DCEP therapy 26 
times. Median age at first DCEP therapy was 61 years old (19-74). Their M-protein were 9 IgG, 6 IgA, 5 Bence-Jones 
protein, 1 non-secretory, 14 kappa, and 6 lambda types.
Median duration from diagnosis to receive initial DCEP therapy was 57 months (3-186). Previous treatments were 
bortezomib-based regimen (96%), lenalidomide-based regimen (46%), thalidomide-based regimen (23%), autologous 
peripheral blood stem cell transplantation (62%), and allogeneic stem cell transplantation (12%).
Overall response rate was 26.9%. Median event free survival and overall survival were 2 (1-6) and 11 months (1-67), 
respectively. One-year estimated survival rate was 45.4%
【Discussion】DCEP therapy was used for patients with heavily treated RRMM in the era of novel agents. Even after 
proteasome inhibitor and/or immunomodulatory drugs treatment, DCEP therapy seems to be an effective salvage regimen 
for prolonged survival.
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【背景】海外から再発・難治性多発性骨髄腫 (RRMM) に対してレナリドミド (Len)、デキサメサゾン (DEX) にシクロホ
スファミド (CY) を併用した RCd 療法の有効性が報告されているが、その年齢中央値は 59-65 歳と比較的若い。本邦
では、65歳、70 歳以上の骨髄腫患者がそれぞれ全年齢の約 80％、65%を占め、海外で設定された投与量をそのま
ま適応できるかどうかは明らかでない。そこで、本邦における RCd 療法の安全性や有効性を検討する目的で、現在
第 I/II 相試験が進行中である。今回第 I 相部分が終了したので、この中間解析の結果を報告する。【方法】70歳以上
の RRMMを対象に、CY の投与量を 200mg( レベル 1)、300mg( レベル 2)、400mg( レベル 3)( 第 1、8、15 日 ) に
設定した。第 1-21 日に Len15mg を、第 1、8、15、22 日に DEX40mg を併用し、28 日毎に最大 8コースまで行
い、Len による維持療法への移行も可とした。主要評価項目は最大耐用量 (MTD)、有害事象発現率とし、副次評価項
目は最大奏効率とした。用量制限毒性は 2コース終了後に判定した。【結果】各レベル 3例ずつ、9例が登録され、
年齢中央値は 76歳であった。G4の血小板減少と好中球減少を 1例 (11.1%) ずつ、G3 の肺炎と皮疹を 1例 (11.1%)
ずつ認めた。あらかじめ定義した以外の重篤な有害事象の発生はなく、CY のMTD は 400mg であった。最大奏効
率は 8例で PR、1 例で SD だった。【結論】本邦における高齢者 RRMMに対する RCd 療法のMTD は、Len15mg、
DEX40mg、CY400mg であった。

Introduction: The RCd regimen [lenalidomide + cyclophosphamide + low-dose dexamethasone] was effective and 
tolerable in relapsed/refractory multiple myeloma (RRMM) patients (median age 59-65 years) in European studies. Since 
the proportion of myeloma patients >65 and >70 years is 80% and 65% respectively, in Japan. We analyzed the safety 
and efficacy of RCd therapy in phase I/II study, and here we report the phase I results.
Methods: RRMM patients aged >70 years were eligible. CY was administered to three cohorts of three patients each at 
200, 300, and 400 mg on day 1,8, and 15 of a 28-day cycle with DEX 40 mg on day 1,8,15, and 22 and Len 15 mg on 
day 1-21 (maximum 8 cycles). Maintenance therapy with Len was approved. The primary objective was to evaluate the 
maximum tolerated dose (MTD) and adverse events. The secondary objective was efficacy evaluation. The dose limiting 
toxicity was evaluated at the end of the second cycle.
Results: Nine patients (median age 76 years) were enrolled in three dose cohorts. One patient receiving 200 mg CY 
developed thrombocytopenia (Gr.4) and pneumonia (Gr.3). Two other patients each developed neutropenia (Gr.4) at 
300 mg and skin rash (Gr.3) at 200 mg. No previously defined severe adverse events were observed; MTD of CY was 
determined to 400 mg. The best response of these patients was PR (8 patients) and SD (1 patient).
Conclusion: The combination of CY (400 mg), Len (15 mg), and DEX (40 mg) was tolerated by Japanese, elderly, 
RRMM patients.
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[ 緒言 ] 初発の多発性骨髄腫 (NDMM) に対する bortezomib(bor) の適応拡大後に、BD 療法→ PBSCT(CY+G-
SCF) → PBSCT →地固め療法 (VRD) →維持療法 (thalidomide) と一連の治療を施行した成績を解析した。
[ 対象 /方法 ]対象は当院で治療を開始した 65歳以下の症候性NDMM。
上記治療を施行した BD 群 33 例を、VAD 療法→ PBSCH(CY+G-SCH または G-CSF 単独 ) → PBSCT を施行した VAD
群 92例と比較した。
[ 結果 ]導入療法後の CR/VGPR 以上 /PR 以上が VAD と BD でそれぞれ 7%/25%/87% と 6%/18%/73%。採取成功率
は 83% と 93%、移植施行率は 83% と 87%。移植後最大奏功は CR/VGPR 以上 /PR 以上が VAD で 33%/47%/81%。
BDでは48%/58%/87%。3年の全生存率(OS)は82%と91%(p=0.1)。次治療までの期間(TTNT)は45%と77%(p=0.06)。
二次発癌は 0.71/100 人年 (VAD 群 ) と 1.17/100 人年 (BD 群 )。
[ 考察 ]BD 療法は VAD療法と比較して導入療法後と PBSCT 後の奏効率の改善しなかったが、TTNT の改善の可能性
が示唆された。今後、lenalidomide や CY を導入療法に加えたVRD療法や VCD療法等も考慮すべきと考えられた。

Since the approval of boretezomib in NDMM, we conducted the following regimen in transplant-eligible patients; 
induction(BD), PBSCH(CY+G-CSF), PBSCT, consolidation(VRD)and thalidomide maintenance(thalidomide). 
The efficacy of this regimen was compared with that of the previous patients' group treated by different regimen; 
induction(VAD), PBSCH(CY+G-CSF or G-CSF alone), and PBSCT.  
There was no difference in the patients' characteristics between the two treatment groups except the level of Hb (9.1g/dl 
/10.6g/dl, p=0.025), and observation period
(73.4 months /28.6 months, p=0.001). The rates of CR/VGPR+/PR+ after induction therapies were 7%/25%/87% in VAD 
group, and 6%/18%/73% in BD group. Eighty-three percent in VAD group and 93% in BD group succeeded in PBSCC, 
and 83% and 87% proceeded to PBSCT. The rates of CR/VGPR+/PR+ after PBSCT were 33%/47%/81%(VAD), and 
48%/58%/87%(BD). Three-year overall survival were 82%(VAD) and 91%(BD) (p=0.1), and time to next treatment 
(TTNT) were 45%(VAD) and 77%(BD) (p=0.06). The toxicity of BD group was generally tolerable. The incident rate of 
second primary malignancies were 0.71/100 person-years (VAD), and 1.17/100 person-years (BD).  The improvement of 
response rate(RR)(after induction and PBSCT) was not observed in BD group.  However, some tendency of improvement 
in TTNT was observed in BD group. Addition of lenalidomide or other agents to induction, such as VRD regimen or 
VCD regimen might have some impact to improve RR or/and TTNT.
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【背景】自家造血幹細胞移植（ASCT）適応例に対する維持療法 (MT) の大規模模臨床試験では、無病生存（PFS）の延
長は明らかであるが、全生存（OS）の延長効果については試験によって異なる。我々は維持療法の有用性について後
方視的解析を行った。
【目的】MMに対する ASCT 後のMTの意義を解析する｡ 
【方法】当センター (NCGM) で 2005 年～ 2014 年の間に ASCT を施行したMM149 例でのMTの意義を後方視的に
解析した。
【結果】移植前治療は VAD療法 91 例、ボルテゾミブ関連レジメン（BDorPADorVCD）58 例であった。前処置は
MEL140-200mg/m2で行い、149例中65例（43.6%)でMTが行われた。MTはサリドマイド (thal) が 34例（52.3%)、
レナリドマイド (LEN) が 29 例（44.6%)、ボルテゾミブ2 例であった。移植日からの 3年生存率 (OS) は MT 施行群
で 83.4%、非施行群で 67.0%(p<0.026)、3 年無病生存率（PFS）は 71.5%、60.0%（p<0.001）であった。thal 群と
LEN群では 3年 OS は 93.4%、95.2%（p=0.98）、3年 PFS は 58.5%､ 42.1%(p=0.31) で有意差は認められなかった。
【結語】後方視的解析ではMT施行群で生存率が優位に良好であった｡ ただしMT施行群と非施行群の患者背景の差
の検討､ thal 群と LEN群の患者背景 ( 特に高リスク病型比率 ) 等の解析を含め今後詳細な解析が必須と考えられた。

【Introduction】Previous large number randomized controlled trials on maintenance therapy(MT) after autologous stem 
cell transplantation (ASCT) for multiple myeloma showed  improvement of progression free survival. However, the 
positive effect on overall survival is still controversial. We conducted a retrospective analysis to clarify the efficacy of 
maintenance therapy after ASCT. 
【Methods】 We analyzed the efficacy of MT in MM after ASCT in the pts treated in NCGM from 2005 to 2014 (10 
years).
【Results】Induction regimen were VAD in 91 cases, bortezomib containing regimen(BD, PAD, or VCD) in 58 cases. 
MT after ASCT conditioned with high dose melphalan (MEL 140 or 200mg/m2) was performed using thalidomide (thal) 
in 34 cases,  lenalidomide (LEN) in 29 cases, and bortezomib in 2cases. Three years OS in MT(+) group and MT(-) 
group were 83.4% vs 67.0%(p=<0.026),and 3 years PFS were 71.5% vs 60.0%(p<0.001), respectively. Three years OS in 
thal group and LEN group were 93.4% vs 95.2%(p=0.98), and 3 years PFS were 58.5% vs 42.1%(p=0.31), respectively.. 
【Conclusions】The efficacy of MT in ASCT for MM was observed in retrospective analysis. However, the comparison 
of pts demographics between MT(+) and MT(-) groups as well as between thal MT and LEN MT groups must be done, 
because MT using thal has been proven ineffective in high-risk MM. Further prospective analysis must be done.



ポスター発表

P-36	 宮崎県の 70歳以上の高齢者症候性骨髄腫の治療成績 -2010 年からのまとめ -
A retrospective analysis of elderly patients with multiple myeloma: Miyazaki cofort
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宮崎血液グループに所属する宮崎県内の 7医療施設で 2010 年 1月から 2015 年 10 月までに診断した 70才以上の
多発性骨髄腫について、治療、生命予後などを報告する。
患者数は 146 例、男性 69名女性 77名、年齢は 70才から 96才（平均 78.4 才）。Ig 型は IgG56%IgA31%IgD1%
BJP9%その他 3%。病期はISS1 期 16%2 期 42%3 期42%。
初回治療で Bor26.5%Ren8.5%Thal21.9%other43.9%。初回治療で新規薬剤投与されなかった症例のうち 55.5% が
その後新規薬剤投与されていた。観察期間中に新規薬剤を使用された患者は 84.9％（1剤 56%、2剤以上26.5%3
剤2.4%）だった。生存期間は全症例で 50％生存期間 35.03 ヵ月、3年全生存 46.6％であった。一方 70才以下では
それぞれ到達せず、71.4% であった。今回の検討では 70才以上の患者では 80%以上が新規薬剤を投与されていたが、
生命予後の改善効果は高くなかった。

We retrospectively analyzed the outcome of transplantation illegible elderly (over70 years old) patient with symptomatic 
multiple myeloma in 7 hospital belonging to Miyazaki hematology group. From January 2010 to October 2015, 146 pts 
were analyzed. Pts age 70-96 years old(average 78.4), gender: Male 69, female 77. Ig subtype IgG56% IgA31%  IgD 
1% BJP 9% other3% . ISS stage1 16% stage2 42% stage3 42%. As an initial treatment, Bor26.5% Ren 8.5% Thal 21.9% 
other 43.9%. Finally, 84.9% pts received proteasome inhibitor and/or ImiDs (one drug 56%, two drugs 26.5%, and three 
drugs2.4%).
The median survival time was 35.03months, 3year OS 46.6%. Under 70 years old patients, median survival time was not 
reached and 3year OS was 71.4%.
The influence on the outcome of the administration of the new agents to elderly patients has not been seen as expected.
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序：予後不良細胞遺伝学的異常を持つ多発性骨髄腫は依然予後不良である。後方視的解析により予後不良因子克服の
戦略を検討した。方法：2010 年 5月から 2015 年 11 月までに実施した自己末梢血幹細胞移植（ASCT）症例を解析し、
全生存（OS）および無再発生存（PFS）に関連する因子について検討した。結果：74名の骨髄腫患者に対してボル
テゾミブベースの寛解導入療法後、自己末梢血幹細胞移植を施行した。31名は 2回目の ASCT を、地固め療法と維
持療法はそれぞれ 47名、48名に施行した。FISH 法による予後不良細胞遺伝学的異常は 19名 25.7％（17p-：8 例 ,
t(4;14)：12 例 ,t(14;16)：2 例）に見られた。Log-rank 解析および Cox 比例ハザードモデルにおいて 1回目の ASCT
後の治療反応性 Verygoodpartialremission(VGPR)以上、2回目の ASCT、維持療法、予後不良細胞遺伝学的異常が、
OSおよび PFS における有意な予後因子であった。また、予後不良細胞遺伝学的異常症例における Cox 比例ハザード
モデルでは、ASCT 後 VGPR 以上（p=0.006）、2回目 ASCT（p=0.010）、維持療法（p=0.027）が有意な PFS 改善因
子であった。結語：2回の ASCT と維持療法は予後不良細胞遺伝学的異常症例の予後を改善する可能性が示された。

Background: Despite of the progress in the treatment, the prognosis of multiple myeloma patients with the adverse 
cytogenetics is still poor. We explored the factors associate with improvement of the outcome of multiple myeloma 
with adverse cytogenetics. Methods: We reviewed the myeloma patients who were treated with autologous stem 
cell transplantation (ASCT) from May 2010 to November 2015. The factors which associated with overall survival 
(OS) and progression free survival (PFS)  were analyzed, using the log rank test and Cox proportional hazard model.
Results: Seventy-four patients were treated with bortezomib-based remission induction therapy followed by ASCT, and 
31(41.9%) patients were received second ASCT. Consolidation and maintenance therapy was performed in 47 (67.1%) 
and 48 (71.6%) patients, respectively. Adverse cytogenetics by FISH were found in 19 (25.7%) patients (8 of 17p-, 12 of 
t(4;14), and 2 of t(14;16) ). Univariate and multi-variate analysis showed that the very good partial response (VGPR) or 
better after 1st ASCT, double transplantation, maintenance therapy, and adverse cytogenetics were significant prognostic 
factors for both OS and PFS.  In the cases of adverse cytogenetics, multi-variate analysis revealed that VGPR or better 
after 1st ASCT (p=0.006), double ASCT (p=0.010), and maintenance therapy (p=0.027) were significant factors which 
associated with better PFS.Conclusion: Double ASCT and maintenance therapy may overcome the adverse cytogenetics.
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IgM 型多発性骨髄腫は稀な疾患であり、新規薬剤の使用で予後が改善しているが、bortezomib（BOR）を投与した
報告例は少ない。今回、BOR投与を１年 8ヶ月継続した後にVerygoodpartialresponse（VGPR）となった移植非適
応 IgM骨髄腫症例を経験した。72歳女性で IgM- κ型のM蛋白血症があり、骨髄検査では異型形質細胞が 27.4% を
占め、細胞表面には CD38,CD138 が陽性、CD19,CD20,CD56,CD138 は陰性であった。FISH 検査で IGH/CCDN1
融合シグナルが陽性であり、骨病変はなかったが IgM型多発性骨髄腫（ISS2、IgM5476mg/dl）と診断した。大量
dexamethasone 療法後に lenalidomide・dexamethasone（Rd）療法を 2コース行い部分寛解（IgM1211mg/dl）と
なったが多形紅斑型の薬疹が出現した。そのためMP療法に変更したが病勢は改善せず VMP療法（BOR1.3mg/m2
weekly,melpharan6mg/m2,predonisolone40mg/m2）を開始した。Grade2 の薬疹、grade3 の気管支肺炎を合併し
たが休薬により改善したため、VMP療法を減量して 11コース継続後に VD療法へ変更して 8コース投与し VGPR と
なった（IgM264mg/dl）。5コース追加後にプラトーと判断し治療を中止したが、7ヶ月後に再燃したたため VD療
法を再開した。再開後に 16コース治療して部分寛解を維持している。

IgM myeloma is a rare disease, report on botezomib treatment is rare despite novel agents improved survival. We showed 
a case of IgM multiple myeloma achieved very good partial response after 20 months continuing bortezomib therapy. 
72-years-old woman was referred for IgM kappa monoclonal gammopathy. Bone marrow aspirate showed 27.4% of 
atypical plasma cells, which were positive for CD38, CD138 and negative for CD19, CD20, CD56, CD138. She was 
diagnosed with IgM multiple myeloma because of the presence of the IGH/CCND1 fusion signals by FISH, but bone 
lesion was absent. She achieved partial response with two cycles of Rd (lenalidomide, dexamethasone) after high dose 
dexamethasone. Because of merythema multiforme type drug eruption, Rd was changed to MP therapy, but it did not 
showed improvement. Following VMP (BOR 1.3mg/m2 weekly, melpharan 6mg/m2, predonisolone 40mg/m2) needed 
dose reduction by reversible grade 2 drug eruption and grade 3 bronchial pneumonia which invariably recover after 
cessation of the treatment. She achieved very good partial response after eight cycles of VD following eleven cycles of 
VMP. VD was stopped after added five cycles because myeloma reached plateau. Seven months later after cessation of 
therapy, the disease exacerbated. She maintains partial response on 16 cycles of resuming VD.



ポスター発表

P-39	 高齢者患者に対するベルケイド併用大量メルファランによる前処置法の安全性及び有効性に
対する検討
The efficacy of melpharan plus bortezomib followed by PBSCT in elderly multiple myeloma 
patients

竹迫　直樹、栗原　裕也、伊藤　謙一、栗本　美和、関口　直宏
NaokiTakezako,YuuyaKurihara,KenichiItou,MiwaKurimoto,NaohiroSekiguchi

災害医療センター　血液内科
 Department of Hematology, Disaster Medical Center

多発性骨髄腫に対する治療自家末梢血幹細胞移植により画期的な進歩を遂げた。しかしながら、新規薬剤を用いたと
しても移植非適応の患者の予後は劣っている。今まで、６５歳以下で条件が整った患者は移植を行ってきたが、高齢
者においても移植が可能であることが報告されつつある。そこで、６５歳以上７０歳未満の患者に対してベルケイド
併用大量メルファランによる前処置後に移植を行い、安全性及び有効性を確認したので報告する。

According to VISTA study, the prognosis of elderly myeloma patients has been improved with VMP therapy. However, 
overall survival of VMP therapy is inferior to that of ASCT. Therefore, we performed a phase 1, 2 study in elderly 
Japanese MM patients who underwent conditioning with high dose melpharan plus bortezomib before ASCT. 
From November 2012 to January 2015, According to the International Myeloma Working Group (IMWG) criteria, 23 
patients younger than 70 years with symptomatic MM were eligible for this trial. First, 3 patients received 100mg/m2 
melpharan as conditioning regimen and next 3 patients received 140mg/m2 melpharan. Tree patients received 140mg/
m2 melpharan pulse 1mg/m2 bortezomib as conditioning regimen because the toxicities of all 3 patients who received 
140mg/m2 melpharan were tolerable. After that, we confirmed the safety of this phase I trial and then 14 patients received 
140mg/m2 melpharan pulse 1mg/m2 bortezomib (B-HDM) as phase II trial. Within 3 months after conditioning with 
B-HDM and ASCT, 89 % of patients achieved at least VGPR, with 8 patients having sCR, and 9 patients showing VGPR. 
Progression free survival is not reached at 2 year
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【緒言】IgD 産生型骨髄腫は多発性骨髄腫の 2%を占め、腎障害やアミロイドーシスを合併しやすく一般的に予後不良
とされている。
当院で 1993 年以降に診断された IgD 産生型骨髄腫の症例について後方視的解析を行い、自家移植の有効性と再発時
の治療戦略について検討を行ったので報告する。
【患者背景】症例 :15 例（15/446=3.4%)
年齢：42-84 歳 ( 中央値 59歳 )、性別：男 8/ 女 7、DSstageI/II/III=1/0/14、腎障害合併例 (B)9 例
【結果】
自家移植施行8 例、同種移植施行2 例 (1 例重複あり )
生存期間 ( 月 ):全症例6-92( 中央値 31)、自家移植施行例12-92( 中央値 64)、移植非施行例4-49( 中央値 14)
2006 年までの診断例14-71( 中央値 31)、2007 年以降診断例4-92( 中央値 63)
移植後再発時の治療：新規薬剤使用6 例、再移植 3例 ( 自家2/同種1)
症例 No.15:自家移植後再発に対しVRd 療法を行い PRであったが再移植により CRに到達した。
【考察】
再発後の治療として BD、Rd、PAD、VRd 療法などのレジメンが使用されているが、CR到達率、PFS2 について自家
移植がより強い抗腫瘍効果を示す傾向が認められた。
【結語】IgD型骨髄腫は他のタイプ(OSmedian63ケ月)に比してstageIIIおよび腎障害合併率が高く予後不良であった。
新規薬剤の導入後に治療開始した群では生存期間の延長を認めた。再発後新規薬剤を使用しても長期生存は困難であ
るが、再度の自家移植により PFS を延長できる可能性が示された。

(Introduction)
IgD-myeloma accounts for 2% of myeloma patients. Renal failure and amyloidosis are often presented on diagnosis, 
which lead to poorer outcome.
We retrospectively analyzed IgD-myeloma cases in single institute.
(Patient background)
15 patients(3.4% of all Pts) were picked up from our database. 
age: 42-84(median 59), sex: M8/F7, DS stage: I(1)/II(0)/III(14), renal failure: 9
(Result)
8 patients underwent HDT/ASCT, and 2 patients underwent allo-SCT.
OS(month): 6-92(median 31), ASCT cases 12-92(median 64), non-ASCT cases 4-49(median 14)
Diagnosis before 2007: 14-71(median 31), after2007: 4-92(median 63)
Treatment at relapse after ASCT: novel agents 6, ASCT 2, allo 1
Case No.15: At relapse setting, response of VRd was PR, but following 2nd ASCT leaded the patient to CR.  
(Discussion)
At relapse after ASCT, regimens including novel agents (BD, Rd, PAD, VRd) were used, but response duration was still 
short (other Ig type: 75mo).
Re-transplantation cases show better tendency about response rate and duration period.
(Conclusion)
IgD-myeloma cases have high rate of stageIII and renal failure, and apparently have poorer outcome still in the era of 
novel agents. Impact of re-transplntation is expected and we need future investigation.
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【背景】AL アミロイドーシス (ALA) は MGUS や多発性骨髄腫の腫瘍性形質細胞により産生された単クローン性免疫
グロブリン軽鎖(IgL) が多臓器に沈着し、種々の臓器障害を引き起こす難治性疾患であり、特に心アミロイドーシス
を合併した症例では極めて予後不良である。しかしながら、ALA において、沈着する IgL のアミノ酸配列と臨床像の
関連を示した研究は少ない。今回、我々は当院において 2011 年から 2015 年の間に経験した 18例の ALA 患者 ( κ
鎖 5例 ,λ鎖 13 例 ) の骨髄 CD138 陽性細胞から RT-PCR 法で増幅した IgL 遺伝子の塩基配列を決定し、臨床像との
関連について考察したので報告する。
【結果】κ鎖 5例のうち、4例において重篤な心アミロイドーシスを認めた。またκ鎖 5例のうち 4例(80%)で、ま
た心アミロイドーシス 4例のうち 3例でκ鎖可変領域遺伝子が IGKV1-33 であった。λ鎖においては 13例中 10 例
において心アミロイドーシスを認めた。また、λ鎖 13 例中 4例 (31%) においてλ鎖可変領域が IGLV2-14 であっ
た。BostonUniversity が公開している AmyloidLightChainDatabase では、κ鎖 ALA82 例 ,λ鎖 ALA218 例のう
ち、IGKV1-33,IGLV2-14 をもつ症例の頻度はそれぞれ 36%,17% となっており、当院における ALA 症例においては
IGKV1-33 および IGLV2-14 の頻度が高い傾向にあった。解析した症例数は少ないものの、我々の地域においては特
定の IgL 可変領域アミノ酸配列が ALAに何らかの関与をしている可能性が示唆された。

 Background: AL-amyloidosis (ALA) is a rare disease caused by systematic deposition of monoclonal immunoglobulin 
light chains (IgL) produced by monoclonal neoplastic plasma cells in MGUS and myeloma patients. In particular, 
patients with heart involvements have poor prognosis with less than 1-year survival periods. However, there are a 
few studies that investigated the relationship between structures of IgL and clinical features of ALA. In this study, we 
performed sequence analysis of IgL from 18 ALA patients diagnosed in our institute, and evaluated the impact of the IgL 
sequences on the clinical features.
Results: We analyzed 5 kappa and 13 lambda ALA patients. Among the 5 kappa ALA patients, heart disease was 
observed in 4 cases. In 5 out of 4 kappa ALA cases, IGLV1-33 was utilized for variable region (80%). Among 13 lambda 
ALA cases, 10 cases had heart involvement. IGLV2-14 was found in 4 cases (30%) among the 13 lambda ALA cases. 
Next we searched Amyloid Light Chain Database, a publically available database released by Boston University, and 
found that the frequencies of IGLV1-33 in kappa ALA and IGLV2-14 in lambda ALA cases were 36 % and 17 % in the 
database, respectively. The frequencies of usage of IGLV1-33 in kappa and IGLV2-14 in lambda chain were relatively 
higher in our ALA cases. These results suggest that the usages of certain V regions for variable region may involve in the 
pathogenesis of ALA in our local area.
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Detailed analysis of Ig-light chain in amyloid lesions by mass spectrometry
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諸言・方法
ALアミロイドーシスは免疫グロブリン軽鎖（LC）が沈着することによる疾患であるが、LCの詳細は不明な点が多い。
本研究では、本学アミロイドーシス診療センターにて解析した 62例の質量分析解析結果を用いて LC領域の詳細な
検討を行い、半定量的解析で上位に検出される LCを原因 LCと判定した。
結果・考察
62例中κ型は 17例、λ型は 45例と判定したが、λでは 24例に IGLC3 が検出されたものの、κでは偏ったペプチ
ドの検出は認められなかった。LC可変領域では IGLV3,V6,IGKV1,V3 への偏りがみられた。一方、34例においては
様々な程度にκ、λ鎖の共存を認めた。免疫グロブリン軽鎖以外の沈着物としては collagensubunit,apolipoproteinE,
apolipoproteinA,vitronectinsubunit,serumalbumin などが多くみられた。
我々は昨年の学会で、免疫染色陰性 4例が IGLC2 を有することを報告したが、今回の調査でも IGLC2 が 4例みられ、
この病型はλ型の約 1割を占めると考えられる。興味深いことに、κ /λ鎖が共存する症例も多く、アミロイド部位
への LC沈着機構は複雑であることが示された。現在、沈着 LCと障害臓器との関連および、検出 LCによる invitro
でのアミロイド線維形成実験などを行っている。

Since detailed analysis of deposited Ig-light chain (LC) is not well clarified, we surveyed data base of mass spectrometry 
analysis using AL-amyloidosis samples from sixty-two cases.
Mass spectrometry analysis could identify kappa or lambda light chain deposition in seventeen and forty-five cases, 
respectively. IGLC3 was identified in twenty-four lambda cases, suggesting deviation of specific peptide in lambda 
type amyloidosis. Interestingly, both kappa and lambda LCs were simultaneously found in thirty-four cases, suggesting 
complicated mechanisms regulating deposition of LC.
Variable regions were less frequently found than constant regions although there was slight tendency in repeated 
detection of IGLV3, V6, IGKV1 and V3. Collagen subunit, apolipoprotein E or apolipoprotein A or vitronectin or serum 
albumin were frequently detected along with LC as non-LC peptides.
IGLC2 cases, which we previously reported to be negative for immunostaining, were found in four cases here, indicating 
approximately ten percent of lambda cases were IGLC2-related. Further analysis regarding correlation of peptides and 
deposited organs or attempts trying to show amyloid fibril formation of LC peptides are currently underway.
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低用量デキサメタゾン療法の影響
Impact of lenalidomide/low-dose dexamethasone therapy on the action of warfarin in AL 
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【目的】レナリドミド（LEN）と低用量デキサメタゾン（DEX）の併用（Ld）療法は、全身性 ALアミロイドーシス治
療にも応用されている。当該患者は心病変を有する場合が多く、ワルファリン（WF）の併用も行われている。一方、
LEN は健常人におけるWF単回投与時の体内動態に影響を及ぼさず、また低用量 DEX もWFの抗凝固活性に影響し
ないと報告されている。今回、WF反復投与中の AL アミロイドーシス患者において、LEN の抗凝固活性に及ぼす影
響を検討した。
【方法】WF反復投与中に Ld療法を実施した ALアミロイドーシス患者 3例を解析対象とした（2011 年 3月～ 2015
年 2月）。抗凝固活性はプロトロンビン時間国際標準比（PT-INR）の最大値を指標とし、薬物相互作用の因果関係は
Horn'sdruginteractionprobabilityscale で判定した。
【結果・考察】対象患者の平均 PT-INR 値は Ld 開始前に 1.52 であったが、Ld 開始後 1.7 倍有意に上昇した。また、
PT-INR 値の変化は LENの投与タイミングに依存し、相互作用の関連性は possible であった。なお、患者の肝機能や
血清アルブミン濃度は観察期間中に変動しなかった。従って、AL アミロイドーシス患者において、LEN はWFの抗
凝固活性を亢進させ、これらの併用は臨床的に重要な相互作用を惹起することが示された。

Background: Lenalidomide (LEN) plus low-dose dexamethasone (Ld) therapy has been evaluated for the treatment of 
immunoglobulin light-chain (AL) amyloidosis.  AL amyloidosis was often associated with a cardiac dysfunction, and 
warfarin (WF) has been used frequently.  The anticoagulant activity of WF was reported to be unaffected by the co-
administration of LEN with a single dose of WF in healthy volunteers or the low-dose dexamethasone therapy.  This 
study evaluated the interaction of LEN with the multiple doses of WF in the AL amyloidosis patients.
Methods: Three AL amyloidosis patients treated with WF and Ld (from March 2011 to February 2015) were examined 
retrospectively.  The maximum value of the prothrombin time-international normalized ratio (PT-INR) was used as an 
index of the anticoagulant activity.  The association of interaction was evaluated by using the Horn's drug interaction 
probability scale.
Results: The mean PT-INR for three patients was 1.52 before the Ld therapy, and significantly increased 1.7-fold during 
the treatment.  The changes in the PT-INR were dependent on the time of LEN administration.  Horn's drug interaction 
probability scale indicated a possible interaction between WF and LEN.  These patients showed no remarkable alterations 
in hepatic function or serum albumin concentrations before and after the Ld therapy.
Conclusion: Co-administration of WF and LEN caused a significant increase in the PT-INR, resulting in the clinically 
important interaction.
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A retrospective analysis of 44 patients with systemic AL amyloidosis at our institution
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少数の研究ではあるがＡＬアミロイドーシスでプラスミンーα２プラスミンインヒビター複合体（ＰＩＣ）値が上昇
することが報告されている。今回我々はＰＩＣ値に着目し当科におけるＡＬアミロイドーシスの治療成績を報告する。
対象は２００８年１月から２０１４年１２月までに札幌医科大学附属病院で診療した生検でアミロイドの沈着が確認
されている全身性ＡＬアミロイドーシスの４４例（男性２６例、診断時年齢中央値６３．０歳）。ＰＩＣ値の比較のた
め同期間、同院で診療したＡＬアミロイドーシス非合併の多発性骨髄腫患者２６例を対照群とした。Ｍ蛋白は軽鎖の
み２３例、ＩｇＧ９例、ＩｇＡ８例、ＩｇＤ４例、軽鎖はλ３６例、κ８例であった。多発性骨髄腫合併は１１例
であった。ＡＬアミロイドーシス患者の診断時のＰＩＣ値はＡＬアミロイドーシス非合併の多発性骨髄腫患者と比較
して有意に高値であった。（中央値、２．５０μｇ／ｍｌｖｓ１．０５μｇ／ｍｌ、ｐ＝４．３２ｅ－０６）またＭ蛋
白陽性の患者でＡＬアミロイドーシスの合併を予測するためのカットオフ値は１．７２μｇ／ｍｌで感度８４．６％、
特異度８０．８％であった。本研究はＡＬアミロイドーシスの診断・治療に関して有意義である。

Immunoglobulin light-chain (AL) amyloidosis is a systemic disorder caused by depositions of insoluble amyloid fibrils 
that are composed of fragments of monoclonal light chains produced by abnormal plasma cells. A few previous studies 
reported the elevation of plasmin-a2-plasmin inhibitor complexes (PIC) in patients with systemic amyloidosis. We here 
report the clinical features and treatment outcomes of patients with AL amyloidosis treated at our hospital between 
January 2008 and December 2014 especially focusing on PIC. In 44 patients with biopsy-proven AL amyloidosis, 26 (59 
%) were men and the median age at diagnosis was 63.0 years (range 37-77). The type of monoclonal protein was light 
chain only in 23, IgG in 9, IgA in 8, and IgD in 4 patients; the light chain was lambda in 36 and kappa in 8 patients. 11 
patients were complicated with multiple myeloma (MM). Of note, serum PIC level of patients with AL amyloidosis (n=26) 
at diagnosis was significantly higher than that of patients with MM without AL amyloidosis (n=26) diagnosed at the same 
duration (median, 2.50 μg/ml vs. 1.05 μg/ml, p=4.32e-06). The cutoff value to predict complication of AL amyloidosis in 
patients with serum monoclonal protein was 1.72 μg/ml with sensitivity and specificity of 0.846 and 0.808, respectively. 
This study describes clinical features of AL amyloidosis and suggests that PIC is a useful biomarker in the management 
of patients with AL amyloidosis.
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The optimal timing of bortezomib administration for hematopoietic stem cell collection
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自家造血幹細胞移植では、骨髄中の造血幹細胞を末梢血へ動員するために G-CSF が用いられる。しかし、約 30%の
患者は G-CSF 不応性である。欧米ではこれらの患者に対して有効な造血幹細胞動員剤としてMozobil が使われている
が、日本では認可されていないため、Mozobil に替わる造血幹細胞動員剤が望まれている。最近、Bortezomib に造血
幹細胞を動員する作用や G-CSF による造血幹細胞動員作用を促進する効果があることが報告され、Mozobil に替わる
造血幹細胞動員剤として期待されている。本研究では、Bortezomib を造血幹細胞動員剤として使用するための最適な
投与時期をマウスを用いて検討した。Bortezomib を採血の 0.5 日前に投与すると G-CSF の造血幹細胞動員作用が増
強された。一方、Bortezomib を採血の 2.5 日前に投与するとG-CSF の造血幹細胞動員作用は著しく抑制された。また、
Bortezomib を採血の 4.5 日前に投与した時、G-CSF の造血幹細胞動員作用は影響を受けなかった。これらの結果から、
Bortezomib を造血幹細胞動員剤として用いる最適な投与時期はアフェレーシスの 0.5 日前と考えられる。

Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) is used to collect hematopoietic stem cells (HSC) for hematopoietic 
stem cell transplantation. However, approximately 30% of donors are unresponsive to G-CSF. Although mozobil, a 
novel HSC mobilizing drug has approved for these donors in Europe and the United States, this drug is not approved in 
Japan. Therefore, alternative mobilizing agent is needed. Recently, it has been reported that bortezomib mobilizes HSC 
and accelerates G-CSF-induced HSC mobilization. In this study, we investigated the optimal schedule of administration 
of bortezomib in combination with G-CSF by using mice. When bortezomib was administrated 0.5 day prior to blood 
collection, G-CSF-induced HSC mobilization was significantly accelerated. On the other hand, when bortezomib was 
administrated 2.5 day prior to blood collection, G-CSF-induced HSC mobilization was drastically inhibited. When 
bortezomib was administrated 4.5 day prior to blood collection, G-CSF-induced HSC mobilization was not affected. 
These data suggests that bortezomib should be administrated 0.5 day prior to apheresis for HSC collection.
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【症例】42歳、女性。2013 年 7月、高熱、全身の掻痒を伴う紅斑、リンパ節腫脹、浮腫を主訴に受診。血液検査所
見で好中球増多、肝機能障害、CRP 上昇、M蛋白血症（IgAl 型）を認めた。骨髄検査では形質細胞の軽度増加 (5.6%)
を認め、MACS 法で分離した骨髄 CD138 陽性細胞は CD19-CD56+ と表面形質の異常を示し、FISH 法にて IgH/
FGFR3 融合シグナルを認めた。POEMS 症候群に特徴的な末梢神経障害や内分泌異常は認めず、血清VEGF 値 511pg/
ml、血清 IL-18 値 33994pg/ml と炎症性サイトカインの著明な上昇を認めた。以上の結果より Schnitzler 症候群と診
断した。PSL(1mg/kg/ 日 ) の投与にて皮疹は消退し、発熱やリンパ節腫脹などの症状は改善したが、PSL 漸減中に症
状再燃し 20mg/ 日より減量困難となった。二次治療として Bortezomib/Dexamethasone(BD) 併用療法を開始し、現
在も加療中である。【考察】Schnitzler 症候群は慢性蕁麻疹、間欠熱、関節痛などの症状に加え、主に IgM型M蛋白
血症を伴うことを特徴とする plasmacelldyscrasia に含まれる症候群であるが、近年、M蛋白型には多様性があるこ
とも報告されている。本症例におけるM蛋白は IgA 型で極めて稀であり、クローン形質細胞に疾患特異的染色体異
常が同定された Schnitzler 症候群の症例報告はまだなく、示唆に富む症例であり報告する。

A 42-year-old woman admitted to our hospital in July 2013 complaining of high fever, systemic erythematous eruption 
and urticarial rash, lymphadenopathy and anasarca. Her laboratory exam revealed increase in neutrophils, elevated 
transaminases, high CRP level, and the presence of IgA-lambda M-protein. The bone marrow analysis showed a slight 
increase of CD19 negative/CD56 positive clonal plasma cell (5.6%). In addition, FISH study on CD138-enriched 
clonal plasma cells identified for the presence of IgH/FGFR3 translocation. Although both polyneuropathy and 
endocrine disorder, the common symptoms of POEMS syndrome, were not found, serum VEGF (511pg/ml) and IL-
18 levels (33994pg/ml) were significantly elevated in this case. We diagnosed her with Schnitzler's syndrome. First, 
she was treated with corticosteroid (PSL 1mg/kg/day) which induced transient improvement of symptoms. However 
the symptoms relapsed after the dose reduction of PSL to 20mg/day. She is currently treated with bortezomib plus 
dexamethasone as the second line therapy. Schnitzler's syndrome is characterized by recurrent urticarial rash, monoclonal 
gammopathy, IgM type in most cases, and the variety of clinical and biological signs of inflammation. The present case 
is a very rare one with IgA gammopathy. Moreover, the identification of disease-specific chromosomal abnormality in 
clonal plasma cells of Schnitzler's syndrome has not been reported until today.
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[背景 ] ボルテゾミブは多発性骨髄腫の治療において効果的であるものの、その奏効期間は限定的である。骨髄腫細
胞とストローマ細胞との接着は骨髄腫細胞生存に重要であるが、接着分子の発現量とボルテゾミブ治療感受性との関
連性は十分に明らかにされていない。[方法 ] 当院で同意を得て採取したボルテゾミブ +デキサメサゾン治療前の多
発性骨髄腫の患者骨髄検体を CD138 ビーズにて純化し、骨髄腫細胞を抽出した(n=74)。定量的PCR にて NCAMや
ITGA4、CXCR4 などの接着分子の遺伝子発現量を測定し、最良治療効果との関連を比較した。[結果 ]PR 以上とそれ
以下のグループで遺伝子発現量を比較したところ、PR以上のグループでNCAMの発現量が高かった (Mann-Whitney
U 検定、P=0.0189)。NCAMの発現と感受性の関係を調べるため、骨髄腫細胞株を用いてNCAM強発現株を作製した
ところ、NCAM強発現株ではコントロール株に比べ、ボルテゾミブの感受性が亢進し、ユビキンチン化蛋白の蓄積促
進とカスパーゼ依存性アポトーシスの促進が観察された。[考察 ]NCAMの高発現とボルテゾミブの高感受性の関連が
示され、NCAMの発現量はボルテゾミブ治療の感受性のマーカーになりうる可能性が示唆された。

[Background] Bortezomib(Bor) is an active agent in MM, whereas durations of response are not always long enough. 
The cellular adhesion between MM and bone marrow stromal cells is considered crucial for MM cell survival, however, 
little is known about the role in association with the sensitivity to Bor. Thus, we evaluated the relationship between 
expression levels of cellular adhesion molecules and sensitivity to Bor. [Method] Bone marrow specimens were obtained 
before starting Bor plus low-dose dexamethasone (Bd) therapy from patients with MM (n=74). Samples were subjected 
to mononuclear cell separation, followed by CD138-positive cell purification. Gene expression levels of cellular adhesion 
molecules such as NCAM, ITGA4 and CXCR4 were analyzed in primary MM cells by quantitative real-time PCR and 
compared with best overall response to Bd therapy. [Results] High expression levels of NCAM correlated with favorable 
responses including CR and PR to Bd therapy (Mann-Whitney U test, P=0.0189). When NCAM was overexpressed in a 
MM cell line, it became more sensitive to Bor accompanied with ubiquitinated protein accumulation resulting in caspase 
activation compared to control cells. [Discussion] High NCAM expression may attribute to favorable response as a 
predictive biomarker for Bd therapy.
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P-48	 VMP療法が奏功した若年者多発性孤立性形質細胞腫の一例
A case  of multiple solitary plasmacytoma successfully treated with VMP therapy in young 
patient
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【緒言】多発性孤立性形質細胞腫（MSP）は骨または骨髄以外の臓器や組織に多発する形質細胞腫で、骨髄腫病変を
認めないものである。2005 年に Katzmann らは 899 例の単クローン性形質細胞異常症のうち骨孤発性形質細胞腫
（SPB）22 例、髄外性形質細胞腫（EMP）5例、MSP3 例（約 0.3%）であったと報告している。(ClinChem51:878-
881(2005))SPB や EMPと比べても報告例は少なく極めてまれな疾患である。我々は若年発症し VMP療法が奏功し
たMSP を経験したので若干の文献的考察を加えて報告する。【症例】17歳女性、鼻腔腫瘤生検にて形質細胞腫の病
理診断を得て、Waldeyer 輪、頚部・鼠径・外側仙骨リンパ節病変を認めMSPの診断となる。VMP療法（VISTA 原法）
で開始し、骨髄抑制のため 2コース目からは onceweeklyVMP とした。血液毒性以外は大きな有害事象もなく 9コー
ス目を終了し CR確認、診断後 1年 8ヵ月時点で CR継続中である。【考察】2008 年に Katodritou らが胃の EMPに
BD療法が奏効したことを報告しているが、MSPに対する化学療法の有効性の報告はなく、今回我々が初めて報告した。
MSP は極めてまれな疾患であり多施設での後方視的解析が望まれる。【結語】VMP療法が有効であった若年MSP 症
例を初めて報告した。

(Introduction) Multiple solitary plasmacytoma (MSP) is characterized by multiple plasmacytoma in bone or soft tissue 
without bone marrow involvement. In 2005 Katzmann reported twenty-two cases of solitary plasmacytoma of bone 
(SPB), five cases of extramedullary plasmacytoma (EMP) and three cases of MSP (about 0.3%) among 899 patients 
with monoclonal plasma cell disorder. (Clin Chem 51: 878-881 (2005)) Here, we report a case of SMP treated with 
VMP therapy with some literature review. (Case) A seventeen-year-old woman was diagnosed as MSP because she had 
intranasal plasmacytoma confirmed by pathology and had Waldeyer's ring, cervical/inguinal/sacro lymph node lesions. 
We chose VMP thepapy (VISTA original method) for one cycle and obtain her response, after that, dose-reduction was 
needed for bortezomib from cycle two to once weekly because of myelosuppression. She had no severe toxicity and 
accomplished by cycle nine to obtain complete remission. She maintained a complete remission for one year and eight 
months from diagnosis. (Discussion) In 2008 Katodritou reported a case of gastric EMP successfully treated with BD 
therapy, in other hand, there is no report about efficacy of chemotherapy regarding with MSP. We have firstly showed 
safety and efficacy of VMP therapy in MSP. Multi-center study should be needed to clarify the effective treatment for 
MSP. (Conclusion) We have reported a case of young MSP patient treated with VMP.
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P-49	 Combinationoflenalidomideandzoledronicacidrevitalized γδ Tcells'anti-myeloma
activity
Combination of lenalidomide and zoledronic acid revitalized human gdT cells' anti-myeloma 
activity
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Lenalidomide (LEN) exerts anti-myeloma(MM) actions through modulating the balance of helper T cell polarization and 
activating other immune cells surrounding MM cells. The present study was undertaken to clarify the anti-MM activity of 
LEN expanded γδT cells in in vitro mimics of the bone marrow microenvironment. LEN (0.1-10 microM) and zoledronic 
acid (Zol) in combination substantially expanded human γδT cells from peripheral blood mononuclear cells, and up-
regulated NKG2D and DNAX accessory molecule-1 (DNAM-1) along with activation markers, CD25 and CD26. These 
expanded γδT cells showed potent cytotoxic effects on MM cell lines, which was remarkably suppressed by a blocking 
antibody against DNAM-1. Bone marrow stromal cells (BMSCs) and osteoclasts are predominant cell types to support 
MM cell growth and survival. Of note, BMSCs but not osteoclasts attenuated anti-MM effects of γδT cells along with a 
decrease in DNAM-1 expression on their surface. However, clinically relevant doses of LEN (1 microM) and Zol (0.1-
1 microM) restored the surface DNAM-1 levels and anti-MM effects of γδT cells in the presence of BMSCs. Besides 
CD28 phosphorylation in T cells as previously reported, LEN enhanced the surface levels of CD80 on MM cells and 
reduced the ICOS-L, suggesting an immune synergism in γδT cells by LEN. In conclusion, the combination of LEN and 
Zol is a promising strategy to revitalize γδT cell activity against MM in the bone marrow microenvironment.
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P-50	 胃に形質細胞浸潤を来した多発性骨髄腫３症例と文献的考察
Extramedullary plasmacytoma in the stomach in 3 patients with MM and review of literature
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多発性骨髄腫における髄外形質細胞腫は治療の進歩ともに増加傾向にあると考えられるが、その好発臓器は肝や脾臓、
リンパ節であり、消化管は極めて稀である。今回我々は、経過中に胃に形質細胞浸潤を来した多発性骨髄腫の 3例を
経験したので、若干の文献的考察を加え報告する。　症例 1は 54歳の女性、Ig-G κ型、ISSⅡ期、染色体正常核型、
FISH 検査では予後不良異常は認めなかった。BD療法４コース終了時には部分寛解となったが、７コース目終了後に
左下肢の疼痛と筋力低下が出現、左腸腰筋内に骨髄腫病変を認めた。同部位に放射線照射を行い、BLD療法に変更した。
6コース目を実施中に食欲不振、腹満感を訴えたため、CTおよび上部消化管内視鏡検査を施行、胃皺襞と胃壁全周の
肥厚を認めた。胃生検では CD138、CD56、Ig-G、κ鎖陽性細胞のびまん性浸潤を認めた。CVAD療法による救援化
学療法を実施したところ胃粘膜は正常化、その後大量メルファランによる自家末梢血幹細胞移植を行い、VGPR とな
り長期生存している。　胃に形質細胞浸潤を来した骨髄腫では治療に難渋することが報告されており、症例 2、3で
は症例１同様に病勢増悪時に胃病変が出現し、治療抵抗性であった。症例１では悪性リンパ腫治療に近い多剤併用化
学療法が奏効し、さらに移植を伴う大量化学療法が生命予後を改善したと考えられた。

The incidence of extramedullary plasmacytoma in multiple myeloma (MM) is increasing with the development of 
antimyeloma therapy. Extramedullary MM involvement occurs mostly in the liver, spleen, and lymph nodes but rarely 
in the gastrointestinal tract. We report 3 MM patients with extramedullary plasmacytoma in the stomach and review the 
literature.   Case 1: A 51-year-old woman, IgG k type MM, ISS II, normal chromosome without poor prognostic FISH 
abnormality. She was treated with bortezomib and dexamethasone with a partial response after 4 cycles. At 7 cycles, she 
developed multiple plasmacytomas in the chest wall and iliopsoas with lower-limb muscle weakness and pain. She was 
treated with local irradiation and BLD therapy. During 6 cycles, she complained of appetite loss and abdominal fullness. 
CT and gastroscopy showed stomach wall thickening, and pathological findings demonstrated diffuse proliferation 
of abnormal cells positive for CD138, CD56, IgG, and k chain. We started CVAD salvage chemotherapy, resulting in 
normalization of the stomach wall, followed by high-dose melphalan supported with auto-PBSCT. She obtained VGPR 
with long survival.   It is difficult to obtain a good response to the treatment of extramedullary plasmacytoma in the 
stomach in MM. In cases 2 and 3, the patients had stomach involvement during disease progression, which was refractory 
to treatment.
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P-51	 体外増幅 Th1様γδ T細胞の骨髄腫前駆細胞への抗腫瘍効果
Targeting myeloma progenitors by ex vivo-expanded Th1-like γδ T cells
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［背景・目的］多発性骨髄腫は依然として難治性造血器腫瘍であるが、再発や難治性の原因として現有治療法では腫
瘍前駆細胞や幹細胞への抗腫瘍効果が弱いことがあげられる。今回、抗腫瘍活性の高い Th1様γδ T細胞の効率的
な体外増幅法の開発とこのようにして増幅したγδ T細胞の骨髄腫細胞およびその前駆細胞に対する細胞傷害作用
を明らかにするために以下の検討を行った。［方法・結果］末梢血単核細胞にゾレドロン酸とともに IL-2 あるいは
ポマリドミド、レナリドミドを添加し 1週間培養すると、いずれの培養条件でも IFN- γを発現する Th1様γδ T細
胞が増幅された。このようにして誘導したγδ T細胞は、骨髄腫細胞株 RPMI8226 および KMS11 のコロニー形成
能を抑制するとともに、薬剤抵抗性分画である sidepopulation のサイズを縮小させた。Pim阻害薬（SMI-16a,SMI-
4a,12aOH）もまた同様のコロニー形成能の抑制と sidepopulation の縮小作用を示した。これらの Pim 阻害薬は抗
骨髄腫活性を発揮するが、同時に骨髄腫細胞表面にγδ T細胞の抗原である熱ショック蛋白HSP60、HSP70 および
HSP90 の発現を増加させた。［まとめ・考察］ポマリドミドにもγδ T細胞誘導活性があることが判明した。Pim阻
害薬の処理後γδ T細胞療法を行うことにより、腫瘍前駆細胞をも標的としうる抗骨髄腫効果の増強が期待出来ると
思われた。

Multiple myeloma (MM) still remains incurable. MM-initiating cells or MM progenitors are generally accepted to 
contribute to disease relapse through their drug-resistant nature. The present study was undertaken to clarify the cytotoxic 
effects of ex vivo-expanded γδ T cells on MM progenitors. Zoledronic acid in combination with not only IL-2 but also 
either pomalidomide or lenalidomide substantially expanded γδT cells with enhanced intracellular levels of IFN-γ, 
indicating robust induction of Th1-like γδ T cells. Thus expanded γδ T cells markedly suppressed the colony formation of 
RPMI8226 and KMS11 MM cells and decreased the sizes of their side populations, suggesting targeting drug-resistant 
MM cells. Pim inhibitors, SMI-16a, SMI-4a and 12aOH, were also found to impair such MM progenitor populations. 
In addition, the Pim inhibitors up-regulated the surface expression on MM cells of heat shock proteins, HSP60, HSP70 
and HSP90, which are among predominant antigens for γδT cells. Combinatory treatment with the Pim inhibitors and 
Th1-like γδT cells in sequence is highly anticipated to augment cytotoxic effects against MM cells, including their 
progenitors.
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P-52	 低酸素誘導性microRNA-210 は新規骨髄腫増殖因子 rRNAメチル化酵素DIMT1 を制御する
Hypoxia-inducible miR-210 regulates a new myeloma proliferation gene, rRNA 
methyltransferase DIMT1
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( 背景 )固形腫瘍だけでなく、骨髄腫を含む血液腫瘍においても、同一の個体でがんの遺伝子発現には多様性が認め
られる。この多様性は genetic な原因だけでなく、epigenetic な原因によっても引き起こされるが、がん微小環境の
低酸素ストレスは epigenetic な遺伝子発現の多様性を引き起こしうる。
( 方法 )我々は、骨髄腫患者検体と細胞株を 48時間、1%O2の慢性低酸素で培養し、その表現型と遺伝子の発現変化、
そしてこれらの変化を引き起こしうるmicroRNA の発現変化について検討した。
( 結果 )microRNA-210（miR-210）の著明な発現上昇を認めた。低酸素により抑制を受ける遺伝子かつmiR-210 の
標的遺伝子を網羅的に検討したところ、rRNA メチル化酵素 DIMT1が候補にあがった。GEOデータセット上の患者検
体の検討では、DIMT1は病期とともに有意に発現が増加し、 IRF4や MYCと有意な正の相関を持つことが分かった。
細胞株で DIMT1をノックダウンすることにより、細胞増殖の抑制と IRF4 の抑制を認めた。
( 考察 )低酸素によるmiR-210 の発現上昇は低酸素誘導因子HIF によるものと考えられ、多くの癌でその機能につい
て検討されているが、骨髄腫においては詳細には検討されていなかった。その標的分子 DIMT1の詳細な機能解析が
今後望まれるものの、新規治療標的分子や診断マーカーとなりうると考えられる。

(Background) Not only in solid tumor but also in hematological malignancies including multiple myeloma, it has been 
known that gene expression pattern of each tumor cell is heterogeneous even in the same individual. This heterogeneity 
can be induced by genetic or epigenetic mechanism. Microenvironment is partly characterized by hypoxia that is well 
known to induce such the epigenetic gene alterations.
(Method) We cultured myeloma patient samples and cell lines under chronic hypoxia (1% O2, 48 hours) and examined 
changes of the phenotype, gene expression, and microRNA expression which could cause these changes. 
(Results) We recognized a significant upregulation of microRNA-210 (miR-210) under hypoxia. We explored 
target genes of miR-210 as well as downregulated genes by hypoxia comprehensively, and we found that a rRNA 
dimethyltransferase DIMT1 is the candidate. In the examination of the myeloma patient samples on GEO data sets, we 
found that DIMT1  is increased significantly with disease progression, and that DIMT1 had a positive correlation of IRF4 
and MYC. The knock down of DIMT1 for cell lines lead to decrease of cell proliferation and downregulation of IRF4.
(Conclusion) Because the function of miR-210 is studied well for many cancers but is not considered in myeloma in 
detail, this report is important. However the detailed functional analysis of DIMT1, the target of miR-210, is expected in 
future, DIMT1 could be a new treatment target molecules or a new diagnosis marker.
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P-53	 多発性骨髄腫由来 IL-34 による破骨細胞誘導と骨破壊性疾患に対する影響
IL-34 promotes osteoclast formation and enhances osteolytic disease in multiple myeloma
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【緒言】多発性骨髄腫には様々な合併症が存在しており、中でも骨病変は患者のQOLや生死に大きく関与する事から、
その要因を明らかにする事は非常に重要な意義がある。多発性骨髄腫における骨疾患の原因には破骨細胞の過剰形成
があるが、本研究では多発性骨髄腫における破骨細胞の過剰形成の原因因子として新たに IL-34 を同定した。【材料
と方法】本研究ではマウス多発性骨髄腫細胞であるMOPC315.BMを用い、IL-34 の発現をmRNA、タンパク質共に
解析した。この細胞に siRNA を導入することで IL-34 をノックダウンし、破骨細胞誘導に与える影響について調べた。
【結果】MOPC315.BMでは、mRNA、タンパク質レベル共に IL-34 が発現していた。また、MOPC315.BMでの IL-34
の発現は、骨髄間質細胞（BMSC）と共培養することでより高くなる事が明らかとなった。一方、invitro で、IL-34
をノックダウンしていないMOPC315.BMと BMSC の共培養上清を用いると骨髄由来細胞から破骨細胞が誘導される
が、IL-34をノックダウンしたMOPC315.BMとBMSCの共培養上清を用いても、破骨細胞の誘導が見られなかった。【結
論】本研究で、IL-34 は多発性骨髄腫細胞より産生され、破骨細胞誘導に関与する事が明らかとなった。今後、IL-34
が多発性骨髄腫における骨病変の治療標的となる可能性が期待される。

Introduction
 Multiple myeloma (MM) is a lethal human cancer characterized by a clonal expansion of malignant plasma cells 
in bone marrow and induction of osteoclastogenesis which results in bone destruction. IL-34 is a newly discovered 
cytokine which binds to CSF1R and plays important roles in osteoclastogenesis. In this study, we investigate the possible 
involvement of IL-34 in MM-induced osteoclastogenesis.  
 Materials & Methods
  The murine MOPC315.BM myeloma cells were used to evaluate the expression of IL-34 at mRNA and protein levels. 
IL-34-deficient MOPC315.BM cells were generated using specific siRNA and used to examine the possible involvement 
of IL-34 in MM-induced osteoclast formation in vitro and in vivo. Results
 IL-34 was found to be expressed in MOPC315.BM cells at mRNA and protein levels. IL-34 expression is enhanced 
when MOPC315.BM cells were co-cultured with bone marrow stromal cells (BMSCs) and induced osteoclast 
differentiation from bone marrow precursors in vitro. Targeting of IL-34 by siRNA in MOPC315.BM cells impairs 
osteoclast induction in vitro and results in reduced serum calcium in vivo. Conclusion
 In this study, we identify a novel role for IL-34 in the promotion of osteoclast formation and enhancement of osteolytic 
disease in multiple myeloma. Targeting of IL-34 may help to control bone lytic lesions in future therapeutic strategies of 
Multiple Myeloma.



ポスター発表

P-54 EZH2・EZH1 阻害剤は骨髄腫細胞のボルテゾミブ感受性を増強する
Dual inhibition of EZH2 and EZH1 sensitizes myeloma cells to bortezomib
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ポリコーム群複合体 PRC2 を構成する EZH2 はヒストンメチル化転移酵素活性を持ち、ヒストンH3のリジン 27番
のトリメチル化（H3K27me3）を介して標的遺伝子の転写抑制に関わる。また EZH2 のホモログである EZH1 は
EZH2 の機能を補完している。我々は今までに、EZH2・EZH1 阻害剤であるUNC1999 の invitro 及び invivo での単
剤での抗骨髄腫効果とボルテゾミブとの相乗効果を報告してきた。更に本研究において、骨髄腫細胞株に EZH2 を過
剰発現させるとボルテゾミブ耐性となり、UNC1999 との併用療法によって耐性が解除されることが示された。更に
我々はこの相乗効果の詳細なメカニズム解析を行っている。UNC1999 を投与した骨髄腫細胞株の ChIP シークエンス
と RNAシークエンスを行い、UNC1999 によってH3K27me3 が減少して遺伝子発現の増加する UNC1999 の標的遺
伝子を複数同定した。現在これらの遺伝子の機能解析が進行中である。また我々はボルテゾミブが EZH2 を転写レベ
ルで抑制することを示してきたが、これはボルテゾミブが p21 や p27 などの分解を抑制するため CDK を介した Rb
のリン酸化が抑制され、EZH2 を正に転写制御する E2F1 の活性化が阻害されるためであることが示された。EZH2・
EZH1 阻害剤とボルテゾミブは協調的に PRC2 の機能を抑制して抗骨髄腫効果を示していると考えられる。

PRC2 catalytic component EZH2 is a methyltransferase that induces trimethylation of histone H3 at lysine 27 
(H3K27me3) to repress the transcription of target genes. EZH1, a homolog of EZH2, compensates for EZH2 function. 
We have previously shown that UNC1999, which is a dual inhibitor of EZH2 and EZH1, exhibits anti-myeloma 
activities in vitro and in vivo alone as well as in combination with bortezomib. In the current study, we demonstrate 
that EZH2 overexpression in myeloma cells resulted in bortezomib-resistance, which could be overcome by UNC1999. 
To elucidate the mechanism of this synergy, we performed ChIP and RNA sequencing and unveiled the direct target 
genes of UNC1999 whose expression was upregulated while H3K27me3 mark was decreased. The functional analysis 
of these genes is ongoing. We have previously demonstrated that bortezomib downregulates the transcription of EZH2. 
Bortezomib inhibits the degradation of CDK inhibitors such as p21 and p27, leading to suppression of CDKs which 
normally phosphorylate Rb. Dephosphorylation of Rb results in decreased activation of E2F1 which positively regulates 
EZH2. These data suggest that dual inhibition of EZH2 and EZH1 together with bortezomib cooperatively suppresses 
PRC2 function and exhibits anti-myeloma effects.
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11 Newly diagnosed Multiple myeloma patients analyzed by Targeted semiconductor 
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＜諸語＞ 2016 年の NCCNガイドラインは、多発性骨髄腫（MM）の治療としてプロテアソーム阻害剤と IMids など
を使用した導入療法を進めており、全生存期間は新規薬剤の登場によって改善されたことは周知の事実である。本邦
においてもMMに対して承認される薬剤が増えてきており、今後も効果が期待されている。今回我々は薬剤選択のツー
ルとして次世代シークエンサーを使用できるかということを考慮し 11人の新規患者細胞を解析し薬剤耐性の予測な
どについても解析を行った。＜方法＞当院に受診した新規MM患者細胞の DNAを抽出し CD138 陰性のコントロー
ル細胞と比較する形で解析を行った。409がん関連遺伝子の全コーディング領域の配列をコントロール細胞と比較し、
耐性に関わる遺伝子を解析した。結果：MM患者細胞から主に細胞周期調節因子、RTK-MAPK-PI3K および NF- κ B
のを含む多発性骨髄腫細胞に重要な経路に変異や Copy 数異常がある症例が多く、薬剤感受性に関与していることが
考えられた。＜結論＞骨髄腫の抗がん剤感受性に関わるゲノム異常を同定し、薬剤選択につながる遺伝子解析ツール
としての活用ができると考えられた。

Background: 2016's NCCN guideline recommended that induction therapy used conventional chemotherapy such as 
proteasome inhibitors and Imids in MM. Overall survival is improving by these Novel agents. However, we don't know 
how to choosenew agents. In the future, we can use next generation sequencer as a tool of drug choosing system. So we 
reviewed newly diagnosed 11 patients with MM who had received novel agents in our institution. The comprehensive 
analysis of genetic alterationsby next generation sequencing can allow for the prediction of drug resistance and facilitate 
improvements in the treatment of MM patients.Method:DNA was extracted from magnetic bead-enriched bone marrow 
CD138positive malignant plasma cells from 11 cases  and CD138negative cells were used as matchedcontrolcells.
We sequenced 15,992 regions which obtained more than 1.5 megabases of target sequence. Result:We found several 
genetic alterations that may have been associated with the poor prognosis and poor response to chemotherapy. Pathway 
assessment has shown that somatic aberrations within MM genomes are mainly involved in several important pathways, 
including cell cycle regulation, RTK-MAPK-PI3K and NF-kB.Conclusion:We performed targeted next-generation 
sequencing for rapid and cost-effective gene analysis of malignant plasma cells from patients with MM. We can use 
targeted next-generation sequencing as tool of drug choosing system.
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Development of thiazolidine-2,4-dione-family compounds with a unique anti-myeloma 
activity
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Pim-2 は骨髄腫 (MM) 細胞に高発現し、重要な治療標的と考えられる。今回、Pim阻害活性のある SMI-16a を改変し
合成した SMI-4a、12a-OH などのチアゾリジンジオン誘導体の骨髄腫に対する治療効果を検討した。Pim-2 蛋白は検
討した全てのMM細胞株で過剰発現していたが、Pim-1 蛋白は一部にのみ発現していた。これらのチアゾリジンジ
オン誘導体はいずれもMM細胞に細胞死を誘導し、酸性下で増強された。次に、BCRP 発現株である RPMI8226 細
胞において、これらの化合物は BCRPの基質であるmitoxantron の 6 時間後の細胞内停滞量を BCRP 発現に影響ぜ
ずに高め、24時間以降では BCRP のmRNA が低下していた。また、これらの化合物は RPMI8226 と KMS11 細胞の
SP 分画を縮小させ、コロニー形成能を抑制した。興味深いことに、MM細胞の Pim-2 の蛋白量はこれらの化合物の
24時間処理後に減少していた。以上より、今回のチアゾリジンジオン誘導体は、BCRP の機能と発現を抑制し、また
MM前駆細胞の障害活性も有し、MM細胞の薬剤耐性の克服に寄与する可能性が考えられた。また、これらは直接的
な Pimキナーゼの活性阻害だけでなく、Pim-2 蛋白を減少させ、長期に深い Pim-2 の抑制効果を発揮することが示唆
された。

Pim-2 kinase is an important therapeutic target in myeloma (MM). We recently synthesized a series of substituted 
thiazolidine-2,4-dione congeners of SMI-16a, a commercially available Pim inhibitor, for their possible clinical 
application. In the present study, we explored therapeutic impact of these congeners, SMI-4a and 12aOH, against MM 
cells. All MM cell lines tested constitutively overexpressed Pim-2, while Pim-1 expression was limited in a portion of 
them. These compounds similarly induced apoptosis in MM cells, which was rather enhanced in acidic conditions. We 
next compared the effects of these compounds on BCRP expression and function, using BCRP-expressing RPMI8226 
cells. These compounds at 50mM restored intracellular retention of mitoxantron, a substrate of BCRP, in the MM cells 
without affecting BCRP expression at 6 hours; however, these compounds reduced BCRP mRNA expression at 24 hours 
or later. In addition, these compounds minimized the sizes of "side populations", drug-resistant fractions with enhanced 
BCRP activity, and the ability of colony formation in RPMI8226 and KMS11 cells, suggesting targeting MM progenitors. 
Interestingly, these compounds substantially reduced Pim-2 protein levels in MM cells, which may contribute on their 
prolonged efficacy along with their immediate kinase inhibition. From these results, these thiazolidine-2,4-dione-family 
compounds appear to have a potential as a unique anti-MM agent.
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P-57	 Bufalin は低酸素圧下でDNA損傷を介し多発性骨髄腫細胞にアポトーシスを誘導する
Bufalin induces apoptosis in myeloma cells through DNA damage at hypoxic conditions
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目的
多発性骨髄腫（MM）細胞は薬剤耐性を獲得することが問題であるが、骨髄内の低酸素圧が薬剤耐性の一因となる。我々
は低酸素条件でもMM細胞に抗腫瘍効果を示す化合物の探索を行った。
方法
富山大学より供与いただいた生薬ライブラリーを用い、O2濃度 1%での細胞株（KMS12PE,U266 など）への抗腫瘍
効果を検討した。
結果、考察
スクリーニングの結果、bufalin が低酸素下で抗腫瘍効果を示すことが判明した。Melphalan、lenalidomide は低酸素
で抗腫瘍効果が減弱したが、bufalin の IC50は酸素濃度にかかわらず nMレベルであった。Bufalin の抗腫瘍効果は、
ROS スカベンジャーと caspase 阻害剤で減弱し、ROS 産生が関与するアポトーシスが示唆された。Bufalin は、DNA
損傷応答の関連因子であるH2AXのリン酸化、PARP 切断を酸素濃度に関係なく誘導したが、melphalan による DNA
損傷応答は低酸素圧下では減弱したことから、bufalin は ROS 産生や DNAを障害することによりアポトーシスを誘導
すると考えられた。Bufalinは患者骨髄腫細胞にも抗腫瘍効果を示し、正常リンパ球への毒性は軽微であった。以上より、
bufalin は骨髄腫治療における新たな薬剤候補となる。

[Introduction] 
Acquisition of drug-resistance is a major problem in the treatment of multiple myeloma (MM). Hypoxic environment 
is considered to contribute drug-resistance. Therefore, we tried to identify compounds exerting cytotoxicity at hypoxic 
condition.
[Methods]
Human MM cell lines were cultured either under normoxic or hypoxic (1% oxygen) conditions with compounds obtained 
from a natural compound library (Toyama University). 
[Results and Discussion]
We found a chemical compound, bufalin, showed anti-MM effects at hypoxic condition while drug-resistance to 
melphalan and lenalidomide was observed at hypoxic conditions. Cytotoxic effects of bufalin decreased either by 
ROS scavenger and caspase inhibitor. PARP and phosphorylated H2AX, indicators of DNA damage response (DDR), 
increased by bufalin under both hypoxic and normoxic conditions, suggesting bufalin induces apoptosis through DNA 
damage induction or ROS production. There was no significant toxicity to PBMC from normal donor. Our findings 
suggest bufalin may be effective as a novel therapeutic modality for MM.
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Clinical significance of serum soluble SLAMF7 in multiple myeloma
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【序論】SLAMF7（CS1,CD319）は、多発性骨髄腫（MM）患者の形質細胞上に高発現しており、抗体治療薬
elotuzumab の標的分子として知られている。本研究では、血清中の可溶性 SLAMF7（sSLAMF7）濃度を測定し、そ
の臨床的意義を検討した。
【方法・結果】(1)MM患者 107 例と健常コントロール 6例の血清 sSLAMF7 濃度を ELISA にて測定した。MM患者
の血清 sSLAMF7 濃度は、コントロールより高かった（p=0.0544）。また、国際病期分類システム（ISS）で分類した
ところ、ISS 病期 1（n=18）と比較し ISS 病期 2/3（n=56）において有意に sSLAMF7 濃度が高かった（p=0.0007）。
更に、血清 sSLAMF7 陽性群（n=48）と陰性群（n=29）の 2群にて臨床的特徴を解析したところ、sSLAMF7 陽性群
では、骨髄中形質細胞の割合、白血球数、また、クレアチニン、補正カルシウム、C反応性蛋白、β 2- マイクログロ
ブリンの値が有意に高かった。(2) 骨髄腫細胞株U266 に対する抗 SLAMF7 抗体を介したNK細胞株NK-92MI の抗体
依存性細胞傷害（ADCC）活性は、組換え SLAMF7 により阻害された。
【結論】MM患者の血清 sSLAMF7 値の増加は病態進行に関与すると推察された。更に、血清 sSLAMF7 は、MMにお
ける elotuzumab 療法の効果を低下させる可能性が示唆された。

Introduction: SLAMF7 (CS1, CD319) is highly expressed on plasma cells in patients with multiple myeloma (MM) 
and a well-known target molecule of elotuzumab. In this study, we investigated the association between serum levels of 
soluble SLAMF7 (sSLAMF7), their characteristics, and clinical significance in MM.
Methods and Results: 1) Serum sSLAMF7 concentrations were measured using ELISA in 107 MM patients and 
6 healthy controls. The serum levels of sSLAMF7 in MM patients were higher than in the control (p=0.0544). 
sSLAMF7 levels in MM patients with the International Staging System (ISS) of 2/3 (n=56) were significantly 
upregulated in comparison with those in patients with ISS 1 (n=18; p=0.0007). Furthermore, when we compared the 
clinical characteristics between patients with positive (n=48) and negative (n=29) levels of serum sSLAMF7, plasma 
cell percentages, white blood cell counts, and levels of creatinine, corrected calcium, C-reactive protein, and β2-
microglobulin were significantly higher in the sSLAMF7-positive group. 2) The SLAMF7-mediated antibody-dependent 
cellular cytotoxicity of natural killer cell line NK-92MI against MM cell line U266 was inhibited by recombinant 
SLAMF7.
Conclusions: Our data suggest that high levels of serum sSLAMF7 are associated with MM disease progression. 
Moreover, serum sSLAMF7 may suppress the therapeutic effects of elotuzumab in MM.
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【背景・目的】多発性骨髄腫 (MM) などに対する腫瘍特異的免疫療法として TNF-relatedapoptosis-inducingligand
(TRAIL)agonists の臨床応用が注目されているが、TRAIL 療法の骨髄微小環境への作用は不明である。そこで今回、
TRAIL の破骨細胞への影響を明らかにするために以下の検討を行った。【方法・結果】1)前破骨細胞株 RAW264.7 に
rRANKL を添加すると破骨細胞分化とともに deathreceptor5(DR5) と caspase8 の内因性阻害因子である cFLIP の発
現が増加した。2)rRANKL による RAW264.7 細胞の破骨細胞分化や NFATc1 や c-fos の発現誘導は、rTRAIL 処理に
より促進された。3)rTRAIL は MM細胞にアポトーシスを惹起する濃度でも破骨細胞には細胞死を誘導せず、TAK-1
のリン酸化と I κ Bαの分解を促進した。4)TAK-1 阻害薬 LLZ1640-2 の添加は、rRANKLによる RAW264.7 細胞の
cFLIP の発現誘導を抑制し、rTRAIL によるアポトーシスを惹起した。【まとめ・考察】TRAIL はアポトーシス誘導因
子として知られているが、破骨細胞においては TAK-1 の活性化を介しNF- κ B 経路を活性化し破骨細胞の活性化と
抗アポトーシス作用を発揮することが示された。TRAILagonists を用いた免疫療法では骨吸収への負の影響に留意す
る必要があるが、TAK-1 阻害薬の併用は TRAIL の抗腫瘍作用の増強とともに骨吸収抑制作用も誘導する有用な治療戦
略となると考えられた。

 【Background】Although TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) agonists are considered as an attractive anti-
MM agent, the impact of TRAIL-mediated immunotherapy on osteoclast (OC) formation and function is unclear. 【Result】
1) RANK ligand induced the expression of death receptor5 (DR5), and cellular FLICE inhibitory protein (c-FLIP) along 
with osteoclastogenesis in mouse RAW264.7 preosteoclastic cells. 2) Although rTRAIL was able to induce cell death 
in most MM cell lines, it facilitated RANK ligand-mediated expression of c-fos, NFATc1 and osteoclastogenesis in 
RAW264.7 cells. 3) Interestingly, rTRAIL induced the phosphorylation of TGF-beta-activated kinase-1 (TAK-1) and the 
degradation of IκBα in RAW264.7 cells and OCs. 4) The TAK-1 inhibitor LLZ1640-2 abrogated the NF-κB activation 
by rTRAIL and c-FLIP induction by RANK ligand in OCs, and triggered induction of apoptosis by rTRAIL in OCs. 
【Conclusions】Osteoclastic lineage cells are demonstrated to efficaciously utilize TRAIL for their differentiation and 
activation, and TAK-1 may play a critical role in skewing DR-mediated signaling to activate NF-κB survival signal while 
repressing caspase-dependent apoptosis. Caution on bone resorption should be taken in TRAIL-mediated immunotherapy 
especially for cancers with enhanced bone resorption such as MM.
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P-60	 c-Myc 阻害を介した YM155 の骨髄腫細胞の増殖抑制効果
Anti-proliferative effect of YM155 via suppression of c-Myc expression on myeloma cells
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多発性骨髄腫の治療成績はプロテアソーム阻害薬や免疫調節薬により向上したが未だ治癒の得られない疾患である。
Survivin は inhibitorofapoptosisproteinfamily に属し、細胞分裂やアポトーシスの抑制に重要な役割を果たしてい
る。Survivin は様々な悪性腫瘍で過剰発現していることが知られているが、多発性骨髄腫においても疾患の進展や治
療抵抗性との関連が報告されている。今回我々は survivin 阻害薬 YM155 による骨髄腫細胞の殺細胞効果を検討し
た。MTTアッセイでは、濃度依存性に増殖が抑制された（IC50=10-100nM）。アポトーシスアッセイでは濃度・時間
依存性に細胞死が誘導された。その機序をWB法で検討したところ、survivin のみならずMcl-1 や XIAP 発現の抑制
とカスパーゼ 3,PARP の活性化が認められた。興味深いことに転写因子 IRF4,c-Myc の発現抑制を認めた。また、この
c-Myc の発現抑制はプロテアソーム阻害により解除された。骨髄腫細胞における YM155 の殺細胞効果は survivin の
みならず他の抗アポトーシス分子や c-Myc の阻害によるものと思われた。

 The overall survival of patients with multiple myeloma (MM) has significantly improved over the last decade, mainly 
due to the use of novel agents such as thalidomide, lenalidomide, and bortezomib. However, MM remains incurable 
due to its eventual relapse, necessitating urgent development of newer agents. YM155 is a novel small molecule that 
suppresses transactivation of survivin and induces apoptosis in various cancer cell types. The effects of YM155 on 
MM cells have not been fully elucidated. We herein found that YM155 inhibited proliferation of and induced caspase-
dependent apoptosis in MM cells, partially via the suppression of survivin, myeloid cell leukemia sequence (Mcl)-
1, and X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP). Interestingly, YM155 suppressed c-Myc protein expression via 
the proteasomal degradation, which plays a critical role in MM pathogenesis. These results warrant further clinical 
evaluation of YM155 in MM patients.
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Drug Design and Characterization of Anti-Myeloma Effects Using Novel Komaroviquinone 
Derivatives
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目的：天然物由来の化合物の中から見出された抗がん剤は少なくない。また、近年、抗原虫活性を有する化合物が抗
腫瘍効果を示すと報告されている。そこで我々は、ハイリスク多発性骨髄腫(MM)の克服を目的として、シソ科の
Dracocephalum komaroviから単離された抗トリパノソーマ活性を有する komaroviquinone(KQN)に注目した。本研究
ではハイリスクMM細胞株に対するこれらの抗腫瘍効果について検討する。
方法と結果：KQN誘導体 20種類について、ハイリスク染色体異常を有するMM細胞株に対し増殖抑制作用を指標に
スクリーニングを行い、誘導体 Aおよび Bを見出した(IC50：3.29 μM、16.25 μM)。
A は細胞内に ROS を産生し、アポトーシスを誘導することが確認された。抗酸化剤併用時に Aによる増殖抑制作
用が消失したことから、Aによる腫瘍増殖抑制作用は ROS によるものと考えられた。ヒトハイリスクMMの SCID
xenograft モデルにおいて、A(10mg/kg)を腹腔内注射したところ有意な腫瘍増殖遅延を来たした。また、40mg/kg
を投与したところ消化管通過傷害を認めたが、20mg/kg 以下においては顕著な全身毒性を呈さなかった。
Bの構造最適化を行い、ハイリスクMM細胞に対し IC50が 7 μM未満の、さらに強い増殖抑制作用を示す化合物を
見出した。Bおよび誘導体のMM細胞増殖遅延は ROS 産生に依存しないことが示唆された。
考察：新規 KQN誘導体はハイリスク骨髄腫克服のための候補化合物として期待される。

PURPOSE：A number of anti-cancer drugs have been developed from natural products. It is also reported that certain 
anti-protozoal drugs inhibit growth of leukemia cells. Thus, we focused on komaroviquinone (KQN) which was isolated 
from Dracocephalum komarovi and had anti-tripanosomal activity. The purpose of this study is to develop novel KQN-
derivatives which have anti-cancer effect to high risk MM cells as in vitro well as in vivo.
METHOD AND RESULTS：We screened synthetic KQN-derivatives and isolated compounds A, and B which inhibited 
proliferation of high-risk multiple myeloma(MM) cell line with chromosomal abnormality (IC50 :3.29μM, 16.25μM). 
Compound A produced reactive oxygen species (ROS) and induced apoptosis of myeloma cells, MUM24, in vitro. It 
is also demonstrated that anti-proliferative effect of compound A was rescued by antioxidants. Compound A (10mg/
kg) inhibited the tumor growth in SCID xenograft model. Gastrointestinal obstruction was observed when 40mg/kg of 
compound A was injected into a model mice. However, when compound A was given to the mice in 20mg/kg or lower 
dose, no significant toxicity was observed. 
 We optimized chemical structure of compound B and found new derivatives which shows stronger growth inhibition 
of MUM24 (IC50<7μM). It is demonstrated that compound B and its new derivatives inhibited tumor growth in an 
independent manner of ROS-production.
Discussion: KQN-derivatives are expected as candidate compounds for overcoming high-risk MM.
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P-62	 Panobinostat は骨髄腫細胞の生存に必須の転写因子 Sp1 を標的とする
Targeting Sp1, a critical mediator for myeloma growth and survival, by panobinostat
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HDAC 阻害薬 panobinostat が最近臨床応用されたが、その抗骨髄腫 (MM) 活性の機序は不明な部分が多い。そこで
今回、panobinostat の抗 MM作用機序を明らかにするために、転写因子 Sp1 に着目し以下の検討を行った。MM
細胞は構成的に Sp1 を高発現していた。Panobinostatの添加により、Sp1 の蛋白量は用量依存的に減少したが、
Sp1mRNA発現には変化がなかった。Sp1 阻害薬 terameprocolと同様に panobinostat の添加によっても、IRF-4,Pim-
2、cMyc の発現が著減しMM細胞株が死滅した。また、panobinostat により Sp1 の転写標的であるHDAC1 も減少し
た。Sp1 は caspase8 の基質である (Kikuchietal.Blood.2010) が、panobinostat による用量依存的な Sp1 蛋白の減
少は caspase8 の活性化と逆相関しており、caspase8 阻害薬 z-IETD-FMK の添加下では panobinostat による Sp1 蛋白
の減少がみられなくなった。さらに、bortezomib や carfilzomib によっても Sp1 蛋白が減少したが、panobinostat は
これらの proteasomeinhibitor と協調しMM細胞の Sp1 蛋白をさらに減少させ細胞死を誘導した。Panobinostat と
proteasomeinhibitor との協調的な抗MM作用の増強機序として、MM細胞の生存・増殖に必須の因子の発現に関わ
る Sp1 の分解を介するMM細胞障害活性の惹起が考えられた。また、panobinostatは HDAC1 の発現抑制により自
らのHDAC 抑制活性をさらに増強している可能性も示唆された。

Panobinostat is now clinically available as a novel anti-myeloma (MM) agent; however, its MOA still remains elusive. 
In the present study, we therefore aimed to clarify the mechanism of anti-MM effects of panobinostat, focusing on Sp1. 
Sp1 was overexpressed in MM cells. Panobinostat reduced Sp1 protein levels in MM cells while marginally affecting 
their Sp1 mRNA expression, suggesting post-translational Sp1 degradation. The Sp1 inhibitor terameprocol as well as 
panobinostat suppressed the expression of critical prosurvival factors for MM cells, including IRF-4, Pim-2 and cMyc, 
and induced MM cell death. The panobinostat-induced reduction of Sp1 protein inversely correlated with activation of 
caspase8 in MM cells; addition of the caspase8 inhibitor z-IETD-FMK mitigated the Sp1 reduction by panobinostat. 
Bortezomib and carfilzomib also reduced Sp1 protein levels; panobinostat cooperatively reduced Sp1 and induced MM 
cell death in combination with these proteasome inhibitors even at suboptimal concentrations. These results collectively 
demonstrate that Sp1 is overexpressed in MM cells to act as a critical mediator for MM cell growth and survival, and 
suggest that post-translational caspase8-mediated Sp1 degradation is among major MOAs of panobinostat, which is 
further potentiated by proteasome inhibitors.
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The treatment of multiple myeloma (MM) has changed over the last decade due to our better understanding of disease 
biology and development of new, more tolerable drug classes. The proteasome inhibitors and immunomodulatory 
drugs have made an impact on survival outcomes for both transplant eligible and ineligible MM patients. The strategy 
for newly diagnosed transplant ineligible patients is focusing on quick cyto-reduction to reduce end organ damage, 
improve quality of life and minimize side-effects from therapy. Melphalan-prednisone (MP) had remained standard of 
care for MM patients for over 4 decades. In the 2000s, six randomized phase III studies demonstrated the superiority 
in progression free survival (PFS) and overall survival (OS) of MP plus thalidomide (MPT) over MP – making MPT 
the new standard therapy for transplant eligible MM patients. Similarly, MP plus bortezomib (MPV) was shown to 
be superior to MP for this group of patients in the VISTA trial for depth of response, PFS and OS. More recently, the 
FIRST trial had compared lenalidomide-dexamethasone (Rd) to MPT as the standard of care. This 3-arm phase III 
trialrandomized patients to Rd used continuously under relapse/progression, Rd for 18 months and MPT. The study 
showed better median PFS for Rd continuous compared to the other two arm and makes the case for Rd as new standard 
of care for newly diagnosed transplant ineligible patients. The SWOG-0777 phase III compared Rd induction with 
VRd induction for newly diagnosed patients (both transplant eligible and ineligible), the triplet showed better depth of 
response and median PFS. The presentation will discuss all these data in the context of clinical management of patients. 
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Carfilzomib (irreversible proteasome inhibitor), elotuzumab (humanised monoclonal antibody [MoAb] targeting CS1/
SLAMF7) and ixazomib (orally bioavailable, reversible, proteasome inhibitor) when combined with lenalidomide 
(Revlimid™) and dexamethasone (Rd) have been compared to Rd for RRMM and all demonstrated improved progression 
free survival (PFS), but with differences in the duration of PFS for the experimental arms – 26.3mths vs 19.4mths 
vs 20.6mths, respectively, and with marked variation in toxicity. Importantly, the hazard ratios for all 3 studies were 
similar 0.69, 0.70 and 0.74, respectively, suggesting that perhaps the differences in PFS may have been contributed to by 
differences in the study populations and/or study design. Similarly, the pan-deacetylase inhibitor panobinostat combined 
with Velcade™ and dexamethasone  (Vd) was superior to Vd for RRMM (PFS 12mths vs 8.1mths, HR 0.63), albeit with 
GI toxicity issues related to an interaction between panobinostat and intra-venous twice-weekly Velcade™. Planned 
studies will aim at optimising the dose of panobinostat to be combined with sub-cutaneous Velcade™. GWS studies have 
demonstrated KRAS and NRAS mutations in up to 50% of MM patients with anecdotal evidence that MEK inhibitors 
(MEKi) have activity in RRMM. Using a high-sensitivity targeted approach and incorporating the analysis of circulating 
tumour DNA (ctDNA) we have shown RAS mutations in up to 80% of RRMM patients with multiple mutated sub-clones 
in a significant proportion. Moreover, pre-clinical data demonstrated pronounced synergy between MEKi and either 
melphalan and dexamethasone, the latter mediated in part by the dual specificity MAPK phosphatase DUSP1.
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Function of NK cells in Multiple Myeloma
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新規薬剤を用いた治療により多発性骨髄腫の予後は改善されつつあるが、未だ治癒は困難である。
近年、様々な癌領域において抗腫瘍免疫に関連した治療法が進歩しつつある。多発性骨髄腫においても抗体依存性細
胞傷害、補体依存性細胞傷害、抗体依存性細胞貪食、レセプターを介した細胞死の誘導や、T細胞性免疫賦活作用な
どを持つ抗腫瘍薬が開発され、効果が期待されている。
骨髄腫細胞では、CD38、CS-1、CD138 など細胞表面に特異的に発現する分子が同定されており、これらの分子を標
的とする抗体の創薬開発が進められている。このような細胞表面抗原の中には、CS-1 のようにNK細胞に発現してい
るものもあり、NK細胞を中心とする抗体医薬治療のターゲットとして注目されている。NK細胞は、抗体依存性細胞
傷害の中心的役割を果たしているのみならず、主として CD56brightNK 細胞のγインターフェロン産生、CD56dim
NK 細胞サブセットにおけるNKレセプターを介した細胞傷害性分子の放出などにより抗腫瘍効果を発揮する。
腫瘍免疫におけるキープレーヤーであるNK細胞の機能解明は、骨髄腫における Cure へ近づく大きな一歩であると
考えられる。本セミナーでは、骨髄腫におけるNK細胞と今後の治療への応用について、現状と課題を論じる。

Although the treatment using novel agents improved the outcome, multiple myeloma is a still intractable disease.
Recently, the therapies associated with tumor immunity are developing in various malignancies. In the field of multiple 
myeloma, specific molecules on the cell surface such as CD38, CS-1, CD138 are identified and the antibody-based 
medicines targeting those molecules are developing. Among the surface antigens, CS-1 is expressed also on NK cells 
and is thought to be an important target for the antibody therapy. NK cells play a central role in antibody dependent 
cytotoxicity, moreover the subset of CD56 dim NK cell produces gamma interferon and of CD56 bright releases 
cytotoxic granules via NK cell receptors.
Investigation of the functional mechanisms of NK cell which is key player in the anti-tumor immunity might lead to “cure” 
of multiple myeloma. In this seminar, I would like to argue about the status and future directions in the application of NK 
cells for the treatment of multiple myeloma.
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抗腫瘍製剤の開発は、殺細胞活性のある化合物に始まり、がん細胞に特異的な分子を標的とした分子標的薬が検討さ
れてきた。従来の直接がん細胞を殺傷して作用する製剤に加えて、患者の免疫系を調節して抗腫瘍免疫応答を増強す
るがん免疫療法が注目されている。
　当初のがん免疫療法では、がん抗原分子を投与することにより抗腫瘍免疫応答を増強させることが試みられてきた。
しかし、がん局所の制御性 T細胞をはじめとする免疫抑制細胞や免疫チェックポイント分子と呼ばれる免疫抑制分子
による免疫抑制ネットワークのために十分な臨床効果は認められなかった。近年、これらの免疫抑制ネットワーク、
とりわけ免疫チェックポイント分子を阻害することで、全生存率の有意な延長を認めることが悪性黒色腫などで報告
され、様々ながん種で臨床応用が進んでいる。
　多発性骨髄腫治療では、サリドマイドやその誘導体が開発され、免疫調節薬として免疫系を制御することで抗骨髄
腫効果をもたらすことが報告されている。さらに、CD38、CD138、CS-1 や PD-1 のように骨髄腫細胞と同時に免疫
担当細胞に発現する分子が見出されており、これらに対する抗体療法は、直接的な作用と抗腫瘍免疫応答に対する作
用が期待され、患者の免疫応答を考慮した治療選択が必要となる。本セミナーでは、がん免疫療法を総括し、骨髄腫
治療における免疫療法の可能性と今後の展望について述べる。

Development of anti-cancer reagents was initiated by discovering cytotoxic chemicals, and followed by molecular-
targeted compounds against cancer-specific molecules. It now becomes clear that manipulating anti-tumor immune 
responses also could be a promising cancer therapy.
 While cancer antigens were initially tested to augment anti-tumor immune responses including CD8+ T cells, immune 
suppressive networks such as regulatory T cells and immune checkpoint molecules in cancer tissues hampered the 
development of effective anti-tumor immune responses. However, it has recently shown that immune checkpoint 
blockade can prolong overall survival in various types of cancers. 
 In multiple myeloma, thalidomide and its derivatives reportedly regulate anti-myeloma immune responses. In addition, 
CD38, CD138, CS-1 and PD-1 used for directly targeting myeloma cells are expressed by immune cells. Therefore, 
antibody therapy against these molecules may modulate anti-myeloma immune responses as well, indicating the 
importance of evaluating immune responses in myeloma patients. Here, I will review current cancer immunotherapy and 
discuss the future of immune-oncology therapy in multiple myeloma.
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多発性骨髄腫は悪性化した形質細胞（骨髄腫細胞）の骨髄内増殖を主病態とする血液疾患である。しばしば骨髄転移
を引き起こす多くの固形癌（乳癌、前立腺肺癌など）と同じように、骨髄腫細胞は骨髄ニッチ（骨髄微小環境）で様々
な種類の細胞と相互反応をしている。この相互反応は大きく分けて二つの経路を介して行われている。第一は細胞ど
うしの物理的な接着である。この細胞間の接着は多くの場合、それぞれの細胞表面の特異的な分子間の結合にもとづ
いている。第二の経路は液性因子を介するものである。この液性因子にはそれぞれ異なった細胞から産生分泌される
各種のサイトカインやケモカインが含まれる。その結果、骨髄腫細胞は増殖や治療抵抗性のシグナルを獲得し、さら
に骨髄ニッチを構成する細胞も骨髄腫細胞から分化や増殖の刺激を受けるという双方向での刺激伝達のループが介在
している。さらに、骨髄腫細胞内でも主要なシグナル伝達系の間にクロストーク機能が存在し、相互に活性化を補償
しているために複雑なネットワーク構成となっている。したがって骨髄腫細胞だけでなく骨髄ニッチを構成する細胞
群の活性を抑制することは、間接的に骨髄腫細胞の増殖を抑制することにつながり得る。実際、近年開発された骨髄
腫治療薬は骨髄腫細胞のみならず骨髄ニッチに存在する細胞も治療標的にしているものが少なくない。

Multiple myeloma (MM) is a hematologic malignancy characterized by the accumulation of monoclonal plasma cells 
in the bone marrow (BM). Similar to other cancers frequently causing bone metastases (ie., breast, prostate and lung 
cancers), MM cells interact with different types of cellular components in the BM microenvironment. This interaction is 
mediated by both cell-cell contact via adhesion molecules (i.e., integrins) and soluble factors (i.e., cytokines, chemokines) 
secreted by different types of cells. These cell adhesion-mediated and cytokine/chemokine-mediated interactions triggers 
activation of signaling cascades mediating MM cell growth, survival, migration and drug resistance. Importantly, MM 
cells also regulate differentiation and proliferation of certain type of cells (ie. bone marrow stromal cells, osteoblast). 
Moreover, there is cross-talk signaling between each signalingcascade, showingthe complexity of signal transduction 
networkin MM cells inthe BM microenvironment. Therefore, targeting the BM microenvironment could indirectly 
inhibit MM cell growth and survival. Indeed, many novel therapeutic agents recently developed (ie., bortezomib) show 
significant anti-MM activities via targeting MM cell and its BM microenvironment.
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多発性骨髄腫の治療標的としてのＨＤＡＣ
Histone deacetylases as therapeutic targets for multiple myeloma

古川　雄祐
YusukeFurukawa

自治医科大学　分子病態治療研究センター　幹細胞制御研究部
 Division of Stem Cell Regulation, Center for Molecular Medicine, Jichi Medical University

　ヒストン脱アセチル化酵素（histonedeacetylase;HDAC）はリジン残基からアセチル基を除去する一群の酵素の
総称である。HDAC によってコア・ヒストンＮ末端のリジンが脱アセチル化されると、クロマチン構造がコンパク
トになり、遺伝子発現が抑制される。HDAC は構造および機能の違いから I,IIa,IIb,III, IV の４つにクラス分けされ
る。ClassIHDAC（HDAC1,2,3,8)は全ての細胞に発現し、増殖やアポトーシスを制御している。一方、classIIa
HDAC（HDAC4,5,7,9）は組織特異的に発現し、筋細胞や神経細胞の分化や維持に関与している。ClassIIbHDAC の
１つHDAC6 は細胞質に局在し、アグリソーム経路による変性タンパク質の分解を促進する。多発性骨髄腫において
は classIHDAC が強発現しており、とくにHDAC1 と 3の発現抑制が細胞死を誘導することが示されている（Kikuchi
etal.Blood116:406,2010）。またHDAC6 の阻害は変性タンパク質の分解を妨げ、プロテアソーム阻害剤による ER
ストレス反応を増強する。したがってHDAC1,3,6 に作用する panobinostat や vorinostat などの汎 HDAC 阻害剤が
多発性骨髄腫には有効と考えられる。実際、PANORAMA試験において panobinostat,bortezomib,dexamethasone の
組合せは、再発・難治例において placebo 対照群に比べて有意に高い奏効率と PFS の延長を認めた（LancetOncol.
2015)）。HDAC 阻害剤は難治性骨髄腫に対する重要な選択肢であり、今後さらに応用範囲が拡がって行くと期待され
る。

Histone deacetylases (HDACs) regulate a plethora of biological phenomenon via deacetylation of histone and non-
histone proteins. HDACs are divided into four classes (I, IIa, IIb, III and IV) based on structural and functional 
differences. Class I HDACs (HDAC1, 2, 3 and 8) serve as universal regulators of cell growth and death, whereas class 
IIa HDACs (HDAC4, 5, 7 and 9) act on tissue-specific transcription factors to govern the development and functions of 
the musculoskeletal and nervous systems. HDAC6, a class IIb HDAC, is involved in the clearance of misfolded/unfolded 
proteins by facilitating aggresome and autophagolysosome formation. Recent investigations revealed that HDAC 1, 
3 and 6 are highly expressed in myeloma cells and contribute to their malignant behavior, suggesting that pan-HDAC 
inhibitors, such as panobinostat and vorinostat, are effective for multiple myeloma compared with class I-specific HDAC 
inhibitors. It has been reported that perturbation of HDAC1 and HDAC3 activity causes growth arrest and cell death in 
myeloma cells (Blood 2010). In addition, HDAC6 inhibition may enhance the cytotoxic effect of proteasome inhibitors 
by increasing protein overload in myeloma cells. These preclinical assumptions were substantiated by recent randomized 
clinical trials called PANORAMA studies, in which the combination of panobinostat, bortezomib and dexamethasone 
was more effective for relapsed and/or refractory myeloma patients than the combination of placebo, bortezomib and 
dexamethasone in terms of overall response and progression-free survival (Lancet Oncol. 2015). HDAC inhibitors are 
promising options to improve the treatment outcome of myeloma patients.
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HDAC 阻害薬の臨床的有用性
Clinical utility of panobinostat in the treatment of multiple myeloma

島崎　千尋
ChihiroShimazaki

京都鞍馬口医療センター　血液内科
 Department of Hematology, Japan Community Health care Organization Kyoto Kuramaguchi Medical Center

新規薬剤の登場で多発性骨髄腫の予後は大きく改善したが、未だ治癒不可能な疾患であり、ボルテゾミブ（BOR）や
免疫調節薬（IMiDs）投与後の再発例の予後は不良である。HDAC 阻害薬であるパノビノスタット（PAN）は BOR や
IMiDs と異なる作用機序を有する新規薬剤であり、再発または難治性骨髄腫（primaryrefractory、BOR 抵抗性は除く）
を対象とした第 3相試験（PANORAMA1）で BPD（BOR/PAN/DEX）は BDに比較し無増悪生存を約 4ヶ月延長させ、
より深い奏効（nCR/CR）を達成しうることが示された。本試験のサブグループ解析では、BORおよび IMiDs を含む
2レジメン以上の前治療歴を有する症例で PFS7.8 ヶ月の延長がみられた。一方、BOR抵抗例を対象とした第 2相試
験（PANORAMA2）では全奏効率は 34.5% であった。
以上の臨床成績や当院での経験を踏まえ日常臨床において PANをいかに使用すべきか考察する。

The prognosis of multiple myeloma (MM) patients has dramatically been improved after the introduction of novel agents 
such as bortezomib and immunomodulatory drugs (IMiDs). However, current therapies are not curative and the prognosis 
of patients who relapsed after treatment of BOR or IMiDs is poor. Panobinostat (PAN) is a potent pan-deacethylase 
inhibitor and a randomized phase 3 study (PANORAMA1) of PAN plus BOR and dexamethasone (PBD) vs. placebo plus 
BD in patients with relapsed and refractory MM demonstrated a significant increase of PFS of 4 months for patients in 
the PBD arm compared with patients in the BD arm.  In addition, the rate of nCR/CR was higher in the BPD arm than in 
BD arm. Subgroup analysis demonstrated that a clear PFS benefit of 7.8 months with BPD among patients who received 
>= 2 prior regimens including BOR and an IMiD. While the overall response rate of BPD in patients with relapsed and 
BOR-refractory MM (with >=2 prior lines of therapy, including and IMiD and patients who had progressed on or within 
60 days on the last BOR-based therapy) is 34.5% (PANORAMA 2). 
Based on these observations and our experience, the identification of MM patients who may benefit more from BPD will 
be discussed.
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ハイリスク多発性骨髄腫患者に対する治療の最近の進歩
Recent Advance in the Treatment of High-Risk Multiple Myeloma

石田　禎夫
TadaoIshida

日本赤十字社医療センター　血液内科
DepartmentofHematology,JapaneseRedCrossMedicalCenter

多発性骨髄腫患者はヘテロな血液悪性腫瘍であり、生存期間も大きく異なる。多発性骨髄腫は現在でも治癒させるこ
とが困難な疾患であるが、新規薬剤であるサリドマイド、ボルテゾミブ、レナリドミド、ポマリドマイド、パノビ
ノスタットの導入は、治療のパラダイムをドラマチックに変化させた。これらの新薬を用いることにより、完全奏
功率の増加、生存期間の延長、そしてクオリティ・オブ・ライフの改善が認められている。多くの多発性骨髄腫の患
者で治療効果が改善しているが、ハイリスク患者では現在でも標準リスク患者に比べると予後不良である。遺伝子
異常は多発性骨髄腫患者の予後に関して重要な因子であり、ハイリスク遺伝子異常は 17p 欠失、t(4;14)(p16;q32)、
t(14;16)(q32;q23)、t(14;20)(q32;q11) そして 1番染色体の異常（1p欠失、1q 増幅）が予後不良と報告されてきた。
多発性骨髄腫の改訂国際病期分類（R-ISS）では、17p 欠失、t(4;14)(p16;q32) そして t(14;16)(q32;q23) をハイリス
ク因子として選択している。このような状況の中、ハイリスク骨髄腫患者に対する有効な治療法に関して、抗体療法
を含めて講演したい。

Multiple myeloma (MM) is a heterogeneous hematologic malignancy and greatly varies in the duration of survival, too. 
Despite the fact that MM is a difficult disease to cure even now, the availability of drugs such as thalidomide, bortezomib, 
lenalidomide, pomalidomide and panobinostat have dramatically changed treatment paradigm. Treatment with these new 
drags resulted in an increased rate of complete response that translated into prolonged overall survival and improved 
quality of life. Regardless marked therapeutic improvement for most patients with MM, outcomes remain poor for high-
risk patients when compared to the standard-risk patients. Although genetic changes play a major role in prognostication 
in MM, high risk disease is defined by the presence of del(17p), translocation t(4;14)(p16;q32), translocation t(14;16)
(q32;q23), t(14;20)(q32;q11) and abnormalities of chromosome 1 (1p deletion and 1q amplification). In Revised 
International Staging System (R-ISS) for MM, they selected del(17p), translocation t(4;14)(p16;q32) and translocation 
t(14;16)(q32;q23) as high risk factors. In this situation, I would like to talk about the effective treatment for high-risk 
MM patient with new agents including antibodies.
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会長からの一言

第 42 回日本骨髄腫学会学術集会会長を拝命しました、日本赤十字社医療センターの石田です。2016 年 4 月に札幌医
科大学から異動しました。来年の 5月に東京で開催させていただきます。2003 年に当時札幌医科大学教授であられ
た今井浩三先生が第 28 回総会を札幌で開催されたとき、学会運営のお手伝いをさせていただきましたが、当時はサ
リドマイドが個人輸入で使用されているぐらいで、新薬のない時代でした。現在はボルテゾミブ、サリドマイド、レ
ナリドミド、ポマリドマイド、パノビノスタットが導入され、治療のパラダイムはドラマチックに変化しています。
今後来年の学会開催までにさらに新薬が使用可能になる予定です。これらの新薬をどのように使用してより深い奏功
を得、生存期間を延長することができるのかに関して、ガイドラインの内容では十分ではありません。治癒させるこ
とのできる治療を目指すためには、基礎的な研究と臨床研究を学会で発表し議論しあうことは非常に重要であると考
えます。今後の骨髄腫治療を 1歩も 2歩も前進させることができるような学会にできるようプログラムを作成する予
定ですので、多数の皆様の参加を宜しくお願い申し上げます。
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第 9 回 1986.12.05 全共連ビル（東京都千代田区）今村幸雄
第 8 回 1985.11.29 キャピトル東急ホテル（東京都千代田区）今村幸雄
第 7 回 1984.11.29 パレスホテル（東京都千代田区）今村幸雄
第 6 回 1984.06.27 キャピトル東急ホテル（東京都千代田区）今村幸雄
第 5 回 1984.01.20 住友三角ビル ･ 住友クラブ（東京都新宿区）今村幸雄
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第 41 回日本骨髄腫学会学術集会の開催にあたり、以下の企業・団体様のご協賛、ご協力をいただきました。
ここに深甚なる感謝の意を表します。
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株式会社医学生物学研究所
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