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学位論文題目： 中間リスク染色体を持つ急性骨髄性白血病において白血病細胞のインドールアミン

2,3-ジオキシゲナーゼの発現は予後不良を示す 

 Thesis Title  Expression of indoleamine 2,3-dioxygenase in leukemic cells indicates       

        an unfavorable prognosis in acute myeloid leukemia patients with   

        intermediate-risk cytogenetics 

 

                               
 

学位論文要約： 
Summary of Thesis 
急性骨髄性白血病(AML)は多様な病態を持つ疾患である。予後因子として染色体，年齢や白血球数などが報

告されている。特に染色体が最も重要とされGrimwadeらの分類で5年生存割合は予後良好群65%，中間群41%，

不良群 14%であった。近年，FMS-like tyrosine kinase 3(FLT-3)遺伝子の internal tandem duplication (ITD)

変異や nucleophosmin(NPM)1 などの遺伝子異常が明らかにされ，特に正常核型を有する AML の予後層別化に

利用されている。インドールアミン 2,3-ジオキシゲナーゼ(IDO)はトリプトファン代謝に関わる酸素添加酵

素である。IDO はインターフェロンγなどのサイトカインで刺激を受けた樹状細胞等で発現する。IDO による

局所のトリプトファン枯渇やトリプトファン代謝産物であるキヌレニンなどは T細胞活性化抑制や制御性 T

細胞の誘導に働く。AML 等の腫瘍細胞でも IDO 発現がみられ免疫抑制効果により腫瘍増殖に有利に働くと考

えられている。我々は，びまん性大型 B細胞リンパ腫においてリンパ腫細胞の IDO 発現や血清キヌレニン上

昇が予後不良因子であることを報告した。そこで AML における IDO 伝令リボ核酸(mRNA)発現の臨床的意義を

調査した。 

【対象と方法】対象は 2005 年 4 月から 2013 年 3 月に診断した 18 歳以上の AML 症例で，2013 年 8 月を最終

観察日とした。染色体は治療前の骨髄検体を G-band 分染法で解析し Grimwade らのリスクグループに従って

分類した。すなわち t(8;21)転座，t(15;17)転座と inv(16)逆位は予後良好群，正常核型，+8，+21，+22，del(7q)，

del(9q)，11q23 異常とその他すべての構造・数的異常は中間群，-5，-7，del(5q)，3q 異常と複雑異常は不

良群とした。 

IDO mRNA の発現は治療前に凍結保存した骨髄細胞の RNA から合成した相補的デオキシリボ核酸(cDNA)をリア

ルタイムポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)で増幅し調べた。FLT3-ITD 変異は PCR で増幅した骨髄細胞のゲノム

DNA を電気泳動し判定した。寛解導入治療は急性前骨髄球性白血病(APL)以外の AML はシタラビンとアントラ

サイクリン類＜イダルビシン(IDR)あるいはダウノルビシン(DNR)＞を用い，全身状態が不良の場合は低用量

AraC とエトポシド(ETP)を用いた。APL はトレチノインを用い白血球数に応じて AraC と IDR を併用した。完

全寛解に到達した場合は地固め治療として，t(8;21)転座あるいは inv(16)を有する core binding 

factor(CBF)関連 AMLは大量AraC治療を3回，APLはAraCとアントラサイクリン類＜ミトキサントロン(MIT)，

DNR，IDR の順に 1 剤併用＞治療を 3 回，それ以外は AraC とアントラサイクリン類＜MIT，DNR，アクラルビ

シンの順に 1 剤併用＞治療を３回と AraC，ETP，ビンクリスチンとビンブラスチン治療を１回行った。同種

造血幹細胞移植は年齢，病期，染色体リスク，血縁・非血縁ドナーの有無から適応を判断した。生存期間は

寛解導入治療開始から死亡日あるいは最終観察日までとして生存曲線を Kaplan-Meyer 法で記載し log-rank

法で比較した。生存割合に影響する因子を比例ハザード回帰モデルで多変量解析した。P<0.05 を有意とした。 

【結果】症例数は 62 例で，そのうち CBF-AML は 11 例(18%)，APL は 13 例(21%)。年齢は 18 歳から 81 歳で中

央値は 57 歳。10 例(16%)に同種造血幹細胞移植を行った。APL 以外を染色体に従って分類すると予後良好群



11 例(22%)，中間群 30 例(61%)，不良群 8例(16%)。IDO mRNA 陽性は 23 例(37%)で，APL では 2 例(15%)，APL

以外では 21 例(43%)が陽性であった。APL 以外において染色体予後良好群では 3 例(27%)，中間群では 15 例

(50%)，不良群では 3 例(38%)が IDO mRNA 陽性であった。IDO mRNA の発現は全症例でも APL 以外においても

染色体リスク，性別，年齢(<60 vs ≥60)，白血球数(<2.0 x 1010/L vs ≥2.0 x 1010/L)，骨髄芽球比率(<60% vs 

≥60%)，LDH（正常 vs 上昇），FAB 分類および FLT3-ITD 変異との関連はみられなかった。完全寛解割合と関

連する因子は全症例で染色体（良好群 96%，中間群 70%，不良群 50%；P<0.01）と IDO mRNA（陰性群 90%，

陽性群 57%；P<0.005），APL 以外では IDO mRNA（陰性群 86%，陽性群 52%; P<0.05），APL 以外の染色体リス

ク別では良好群で骨髄芽球割合（<60%群 100%，≥60 群 50%; P<0.05），中間群で IDO mRNA（陰性群 93%，陽

性群 47%；P<0.005），不良群で白血球数（<2.0 x 1010/L 群 80% vs  ≥2.0 x 1010/L 群 0%；P<0.05）であっ

た。生存割合と関連する因子は全症例で白血球数（3年生存割合：<2.0 x 1010/L 群 76%，≥2.0 x 1010/L 群 36%；

P<0.05），染色体（3 年生存割合：良好群 87%，中間群 45%，不良群 0%; P<0.0001）と IDO mRNA（3 年生存

割合：陰性群 74%，陽性群 39%; P<0.005），APL 以外では染色体（3年生存割合：良好群 88%，中間群 45%，

不良群 0%; P<0.005）と IDO mRNA（3 年生存割合：陰性群 69%，陽性群 31%; P<0.01），APL を除いた染色体

別では良好群で有意因子なし，中間群で IDO mRNA（3 年生存割合：陰性群 70%，陽性群 16%; P<0.005），不

良群で白血球数（3 年生存割合：<2.0 x 1010/L 群 未到達，≥2.0 x 1010/L 群 0%；P<0.05）であった。生存

に関する多変量解析では全症例で染色体（ハザード比 19.7，95%信頼区間 3.0-137.1；P<0.005）と IDO mRNA

（ハザード比 3.1，95%信頼区間 1.2-8.4；P<0.05）が，APL 以外で染色体（ハザード比 26.0，95%信頼区間 

3.4-545.9；P<0.005）と IDO mRNA（ハザード比 3.9，95%信頼区間 1.4-12.6；P<0.01）が有意因子として抽

出された。 

【考察】APL 以外の AML においても染色体と IDO mRNA 発現が生存に関する独立した予後因子であった。染色

体予後別では中間群において IDO mRNA 発現が予後不良因子となった。IDO mRNA 発現があると完全寛解率が

有意に低く予後不良の一因と考えられた。染色体予後良好群と不良群は症例数がそれぞれ 11 例と 8 例と少な

くIDO mRNA発現との関連は見いだせなかった。染色体予後中間群の中で正常核型は約2/3を占め最も多いが，

予後は一様ではないため様々な遺伝子異常が探索されている。FLT3-ITD 変異がなく NPM1 変異がある組み合

わせは正常核型を有する AML の約 1/3 を占め，他の組み合わせと比較して予後良好とされる。NMP1 変異に関

しては検討できなかったがFLT3-ITD変異は有意な予後因子とならなかった。ChamuleauらによればIDO mRNA

高発現 AML の完全寛解後無再発期間は有意に短い。寛解後治療として最も強力な治療は同種造血幹細胞

移植であるが，治療関連リスクが高いため対象と時期を適切に選ばなければならない。特に染色体予後

中間群のなかには同種移植が必要な症例と過剰治療となる症例が混在しているため IDO mRNA 発現で層

別化できれば治療選択に有用と考えられる。我々の同種造血幹細胞移植症例は 10 例と少数であるが IDO 

mRNA 発現と白血病再発とは関連がなかった。IDO mRNA 発現の臨床的意義に関してさらに症例を集積しての検

証が必要である。 

【結論】AMLにおけるIDO mRNA発現は独立した予後不良因子である。特に正常染色体を主とする染色体予後中

間群における予後層別化因子として有用と考えられる。 
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