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論 文 内 容 の 要 旨 

 

 急性骨髄性白血病(AML)は，分化・成熟能が障害された幼若骨髄系細胞の異常増殖を特徴とする，

細胞遺伝学的および分子生物学的に不均一な疾患である。造血幹細胞移植や支持療法の進歩により，

AML の予後は改善してきているものの，未だ充分とは言えない。現在，AML 患者の予後改善をめざし

て，染色体核型に基づいた予後予測モデルに従った層別化治療が広く行われているが，正常核型を

含む intermediate-risk 群の移植適応の判断が重要な課題となっている。 

 我々はこれまでに，必須アミノ酸であるトリプトファン代謝が，造血器腫瘍において果たす役割

について検討してきた。Indoleamine 2,3-dioxygenase（IDO）は，トリプトファンをキヌレニンに

代謝する細胞内律速酵素であるが，トリプトファンの枯渇およびキヌレニンを含むトリプトファン

代謝産物の増加は，T 細胞や NK 細胞の機能を抑制することが報告されている。すなわち IDO 活性の

亢進は細胞性免疫の低下を惹起し，腫瘍増殖に有利に働くと考えられるため，近年様々な悪性腫瘍

において，IDO 活性およびトリプトファン代謝の臨床的な意義に関する検討が進んでいる。通常，

IDO は IFNγ 等の炎症性サイトカインの刺激によりマクロファージや樹状細胞によって産生される

が，腫瘍細胞自身による産生も報告されており，一部の白血病細胞も IDO を発現していることが知

られている。血清キヌレニン濃度測定により IDO 活性を測定することが可能であるが，本研究では

未治療 AML 患者における血清キヌレニン値の臨床的意義について検討した。 

【対象と方法】 

 2005 年 12 月から 2014 年 3 月までに連続して登録された未治療 AML 患者 48 例（男性 25 例，女性

23 例）を対象とした。年齢の中央値は 57 歳（18-84）であり，Performance status（PS）良好群，

LDH 上昇群，白血球数 2 万未満の群が多い傾向にあった。British Medical Research Council 

classification に基づいた染色体によるリスク分類では，intermediate-risk 群が 24 名（男性 12

例，女性 12 例）と半数を占めた。同群の多くは正常核型であり，WHO 分類ではカテゴリー4 が多く，

FAB 分類では M4 が最も多かった。対象症例の入院時保存血清を用い，高速液体クロマトグラフィー

法にて血清キヌレニン濃度を測定し，その臨床的意義を検討した。 

【結果】 

 血清キヌレニン濃度の中央値は 1.67μM(0.66-5.27μM）であった。血清キヌレニン値と他の臨床

パラメーター(性別，年齢，PS，LDH，白血球数，末梢血芽球割合，骨髄芽球割合，染色体，WHO 分

類，FAB 分類)について相関を検討したところ，高齢者で血清キヌレニン高値症例が有意に多い傾向

を認めたが，intermediate-risk 群に限ると，何れの因子とも相関は認められなかった。 
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 全 AML 症例において，血清キヌレニン値が 2.4μM 未満群の完全寛解率は 77%，3 年生存率は 76%，

2.4μM 以上群の完全寛解率は 75%，3 年生存率は 11%であり，完全寛解率では有意差を認めなかった

ものの，3 年生存率は血清キヌレニン高値群で有意に低く予後不良であった(P<0.0001)。他の臨床

パラメーターに関しては，完全寛解率では染色体，WHO 分類，FAB 分類で有意差を認め，生存率では

年齢，白血球数，染色体で有意差を認めた。intermediate-risk 群に限定して解析すると，血清キ

ヌレニン値が 2.4μM 未満群の寛解率は 91%，3 年生存率は 79%，2.4μM 以上群の寛解率は 80%，3

年生存率は 21%であり，血清キヌレニン高値群の 3 年生存率は有意に低下しており予後不良であっ

た(P<0.005)。単変量解析で有意差を認めた年齢，白血球数，染色体，血清キヌレニン値の 4 項目で

多変量解析を行ったところ，血清キヌレニン値と白血球数が独立した予後因子として抽出された。 

【考察】 

 今回の検討で血清キヌレニン高値 AML 症例が有意に予後不良であることが示された。その一方で，

血清キヌレニン値は寛解率において有意差を認めなかった。この相違は，IDO 活性と AML 再発との

関連を示唆する結果であると考えられ，IDO は AML 再発予防の治療ターゲットとなりうる可能性が

示唆された。IDO 阻害薬の AML 再発予防薬としての基礎的検討が必要であり，今後の臨床応用が期

待される。 

 また今回の検討で，正常核型を含む intermediate-risk 群においても血清キヌレニン高値 AML 症

例が有意に予後不良であることが示された。intermediate-risk 群は hetero な疾患群であり，一部

に予後不良な症例が含まれるため，それらの症例には造血幹細胞移植などの積極的な治療が望まれ

る。したがって，簡便な層別化マーカーを開発し予後不良群を抽出する臨床的意義は大きい。本研

究成果より，血清キヌレニン値による intermediate-risk 症例の層別化は，第一寛解期における造

血幹細胞移植の適応を判断する上で有用であると考えられた。また我々は AML 症例において，骨髄

白血病細胞 IDO mRNA 陽性患者が陰性患者と比較して有意に予後不良であることも報告しているが，

今回用いた血清キヌレニン濃度の測定は，IDO mRNA 発現測定と比較してより簡便であり，AML 症例

の予後因子としてより有用であると考えられた。 

【結論】 

 血清キヌレニン高値は，AML 患者，特に intermediate-risk 群において予後不良因子であり，AML

第一寛解期における造血幹細胞移植の適応を判断する上で有用なマーカーになり得ると期待される。 

 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 

 

申請者 馬渕量子 は急性骨髄性白血病(AML)症例の解析を行い，血清キヌレニン高値症例が予後不

良であることを示した。さらに，血清キヌレニン値が intermediate-risk 群を層別化するマーカー

としても有用である可能性を見出した。これらの知見は，AML 患者に適切な治療選択を行う上で血

清キヌレニン値が重要な指標であることを示し，血液病態学，臨床腫瘍学の進歩に少なからず寄与

するものと認める。 
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