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研究代表者：浜松医科大学医学部附属病院 教授 大西一功 

 

1.本年度の研究成果 

 平成 22 年度は、急性骨髄性白血病に対し新たに染色体・遺伝子変異に基づき造血幹

細胞移植を含めた層別化治療の有効性を検討する AML209 試験(現在の登録症例数：145

例)の登録が開始された。また急性前骨髄球性白血病(APL204 試験: 340 例)、急性リン

パ性白血病(ALL202-O 試験:354 例、Ph+ALL208 試験:60 例)、慢性骨髄性白血病(CML207

試験:220例)、イマチニブ間欠投与試験（CML-DR1試験：4例）、イマチニブ耐性慢性骨

髄性白血病（CML209R試験:目標 52例)、高リスク骨髄異形成症候群（MDS206試験：101

例）、急性骨髄性白血病全体に対する前方向コホート研究（CS-07研究：2300例）、およ

び血液疾患に併発する浸襲性糸状菌感染症の実態を把握する JASPER 研究(172 例)はそ

れぞれ登録を継続中である。再発・難治性フィラデルフィア(Ph)染色体陽性急性リンパ

性白血病に対してはダサチニブ併用化学療法の Ph+ALL209R 試験プロトコールを策定し

た。 

 さらに本年度は以下の試験について長期成績の解析を行った。急性骨髄性白血病では、

AML201 試験により高用量ダウノルビシンと標準量イダルビシンの比較によりその同等

性を示し Blood誌に発表した。APL97試験においては付加的染色体異常が予後に有意に

影響しないことを示した（Haematologica 誌）。急性リンパ性白血病では、第一寛解期

における造血幹細胞移植の優位性を各グループの長期データによる臨床決断分析によ

り明らかにした（Leukemia 誌）。Ph 陽性 ALL202 試験では、分子標的薬イマチニブ併用

化学療法は造血幹細胞移植に移行する機会を増やすのみならず、移植自身の成績も改善

する事を明らかにした（Leukemia誌）。また慢性骨髄性白血病については、1000μg/ml

以上の血中濃度維持の臨床的、生物学的重要性を PKおよび PIA解析で確認した（Cancer 

Science誌）。CML202試験では観察期間中央値 65ヶ月の長期成績の解析を行い、全生存

率 93％、イマチニブ用量別のサブ解析により日本人に対して 400mg が至適であるが、

300mg の用量でも体格の小さい日本人には血中濃度が十分維持できる事を示し、更に

BCR-ABL遺伝子変異解析を行い Pループ変異が予後不良となる事を明らかにした。 

 

2.前年度までの研究成果 

 再発・難治性急性骨髄性白血病に対する第 2 相試験 FLAGM の解析では、完全寛解率

70%、その後造血幹細胞移植を受けた症例の長期生存 30%からこのレジメンは有望な救

援化学療法である事を明らかにした。急性骨髄性白血病において白血病のクラス I、ク

ラス II 遺伝子変異を包括的に解析し、63％の症例において変異の複合が認められ、特

にがん抑制遺伝子 TP53 変異の併存は予後を不良とする事を明らかにした（Eur J 
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Haematol誌）。また白血病治療における感染予防、治療に関する調査研究を行い平成 13

年度の成績と比較した結果、新規抗真菌剤の使用や技術的な進歩などの種々の変化が明

らかとなり、発熱性好中球減少症ガイドラインの再検討の必要性が示された(Int J 

Hematol誌)。  

 

3.研究成果の意義及び今後の発展性 

 本研究では、種々の生物学特性による不均一な疾患群である難治性白血病を対象とし

て、分子基盤に基づく疾患の層別化を行い、分子標的薬の導入により新たな標準的治療

法の確立を目的としている。この 6年間に白血病治療成績の向上を求めて、疾患別の各

種の臨床試験を実施し、標準治療の確立のために着実にエビデンスを蓄積してきた。す

なわち急性骨髄性白血病では高用量ダウノルビシンがイダルビシンと同等の効果があ

る事、高用量シタラビンが CBF白血病に有用である事を明らかにした。急性リンパ性白

血病においては第一寛解期における造血幹細胞移植の位置づけを日本人データに基づ

き明らかにした。Ph 陽性急性リンパ性白血病では、イマチニブ併用化学療法は移植成

績を改善する事を示し、急性前骨髄球性白血病では新規レチノイン酸タミバロテンの有

用性の検証を行った。慢性骨髄性白血病においてはイマチニブの日本人における至適用

量を明らかにし、ABL遺伝子変異の予後との関連を示した。日本人の白血病発生率、予

後に関する大規模な調査を CS07 試験で実施し、日常診療における白血病治療の実態と

予後が明らかにされた。骨髄異形成症候群については、脱メチル化薬アザシチジン、レ

ナリドマイドが認可された事から新たな標準療法の確立が期待される。AML209 試験に

おいては、現時点で明らかにされている予後に関連する遺伝子異常に基づく層別化治療

と移植の有用性を検証するとともに、検体収集を行い、ゲノムワイドな解析により白血

病の病態の解明とともに新たな分子標的の発見も目的としている。 

 白血病は多様性をもつ腫瘍であり、その治療戦略としては分子生物学を基盤にしたリ

スク層別化が更に必要である。現在はマイクロアレイによる解析が主に行われているが、

今後は全ゲノムシーケンスから得られる情報により新たな展開が予想される。現在、登

録症例における白血病検体の収集をすすめており、ゲノムワイド関連解析研究を準備し

ている。これらに基づいてゲノム、エピゲノムを標的とした治療薬の開発とともに、そ

の臨床応用、至適投与法の検討が必要とされる。さらに白血病幹細胞を標的とした治療

法の開発、微小残存病変に対する分子学的、免疫学的アプローチを含む寛解後療法、維

持療法の最適化など今後解明すべき課題はきわめて多い。 

 

4.倫理面への配慮 

 被験者の臨床情報の収集にあたっては連結可能匿名化を行い、また臨床検体収集につ

いても「臨床研究に関する倫理指針」および「ヒトゲノム・遺伝子解析研究における倫

理指針」の定めるところに従い個人情報の保護を行っている。本研究の各プロトコール
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は各施設の倫理委員会の承認のもとに行われている。また研究の安全性については、効

果・安全性評価委員会により客観的に評価されている。 
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6.研究組織 

①研究者名 ②分担する研究項目 ③最終卒業学校・卒業
年次・学位及び専攻科
目 

④所属機関及び現
在の専門(研究実施
場所） 

⑤所属機
関におけ
る職名 

大西 一功 多施設共同研究の推
進と研究の統括 
慢性骨髄性白血病の
標準的治療法の確立 

名古屋大学医学部・昭
和 50年卒・医学博士、
血液学・腫瘍内科学 

浜松医科大学医学
部 血液学・腫瘍内
科学・内科学 

教授 

大野 竜三 効果・安全性評価に
よる安全性の確立 

名古屋大学医学部・昭
和 39年卒・医学博士、
血液学・腫瘍内科学 

愛知淑徳大学 内
科学・血液学・腫瘍
内科学 

教授 
 

大竹 茂樹 データ管理プログラ
ムの作成と急性骨髄
性白血病の標準的治
療法の確立 

金沢大学大学院・昭和
58年卒・医学博士、血
液内科学 
 

金沢大学大学院医
学系研究科病態検
査学講座 血液内
科学、医学情報学 

教授 
 

直江 知樹 急性リンパ性白血病
の標準的治療法の確 
立 

名古屋大学医学部・昭
和 51年卒・医学博士、
血液内科学 

名古屋大学大学院
医学系研究科 
血液内科学 

教授 
 

宮崎 泰司 データ・マネージメ
ントと病型の中央診
断 

長崎大学医学部・昭和
61年卒・医学博士、血
液学 

長崎大学医学部歯
学部附属病院 
血液内科 

教授 
 

小林 幸夫 良質の臨床研究の遂
行と参加各施設の監
査 

東京大学医学系大学
院・平成元年卒・医学
博士、血液内科学 

国立がん研究セン
ター中央病院 血
液腫瘍学 

医長 

松村 到 
 

進行性骨髄異形成症
候群の標準的治療法
の確立 

大阪大学医学部・昭和
59年卒・医学博士、血
液内科学 

近畿大学医学部 
血液内科 
 

教授 

品川 克至 急性前骨髄球性白血
病の標準的治療法の
確立 
 

宮崎医科大学医学部
・昭和59年卒・医学博
士、造血幹細胞移植・
血液学 

岡山大学医学部歯
学部附属病院 
血液・腫瘍内科 

講師 
 

宮脇 修一 再発急性骨髄性白血
病の治療法の確立 

群 馬 大 学 医学 研 究
科・昭和 54 年卒・血
液学、内科学 

東京都立大塚病院  
輸血科 

医長 

薄井 紀子 急性骨髄性白血病の
標準的治療法の確立 

東京慈恵会医科大学
医学部・昭和 54年卒・
医学博士、血液学・内
科学 

東京慈恵会医科大
学医学部 血液・腫
瘍内科 

准教授 

竹内 仁 
 
 

急性リンパ性白血病

の標準療法の確立 
東北大学医学部・昭和

48 年卒、医学博士、

血液内科 

日本大学医学部内

科学系血液膠原病

内科、血液内科学 

教授 

伊藤 良和 
 
 

高齢者白血病の標準

治療法の確立 
東京医科大学大学院

医学研究科・平成 2
卒・医学博士・内科学

専攻 

東京医科大学内科

学第一講座 
血液内科学 

准教授 

熱田 由子 
 
 

臨床試験のデザイン

および生存解析 
名古屋大学医学部・平

成 16 年卒・医学博

士・予防医学/医学推

計、判断学 

名古屋大学医学部 
造血細胞移植情報

管理学・データ管

理、臨床試験デザイ

ン 

助教 

 


