
国際骨髄腫ワーキンググループ（IMWG）が定める多発性骨髄腫の効果判定基準 

本基準は以前に使用された各種効果判定システムを調和したものであり、広く採用されている。 
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国際骨髄腫ワーキンググループ（IMWG）は下記の目的のため、本基準を定めた。  

 臨床試験における新しい治療戦略間の有効性に関して正確な比較を容易にすること  

 血清遊離軽鎖（FLC）アッセイを組み入れること 

 微分泌性および非分泌性の病態の患者が臨床試験に参加できるように高感度の血清遊離軽鎖(FLC)検

査を採用して評価に取り込むこと。 

 より厳密な完全寛解（CR）の定義を確立すること 

 以前の効果判定基準において、詳細な点を改良し、矛盾点を修正すること。 

以下の基準は以前に使用された各種効果判定システムを調和したものであり、広く採用されている。 

効果 IMWG基準 

sCR 

(厳密完全寛解) 

以下に定義された CR基準を満たすとともに、FLC比が正常で、免疫組織化学検査

又は免疫蛍光検査 4で骨髄 3中にクローン性細胞が見つからないこと。 

CR 

（完全寛解） 

血清と尿での免疫固定法検査が陰性で、いかなる軟部組織にも形質細胞腫が認め

られず、骨髄 3中の形質細胞が 5%未満の場合 

VGPR 

（非常に良い部分

寛解） 

電気泳動検査では血清と尿にM タンパクが検出されないのに免疫固定法検査では

検出される場合、又は、血清M タンパクで 90%以上の減少があり、かつ尿M タンパ

クが 100mg/24時間未満である場合 

PR 

（部分寛解） 

血清M タンパク質が 50%以上減少し、かつ 24時間蓄尿のM タンパクが 90%以上

減少、又は 200mg/24時間未満まで減少した場合。 

もし血清と尿のM タンパクが測定不可能 5な場合は、M タンパク評価基準の代わり

に、相対する FLCレベル間の差に 50%以上の減少が必要である。 

また血清と尿のMタンパクが測定不可能で、血清フリーライト検査も測定できない場

合、初診時の骨髄形質細胞比率が 30%以上であることが判明しているなら、M タン

パクの代わりに形質細胞の 50%以上の減少が必要である。 

上記の基準に加えて、初診時に軟部組織に形質細胞腫がある場合は、その大きさ

が 50%以上縮小することも必要である。 
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MR 

（小効果） 

該当なし 

No change/Stable 

disease（不変／病

勢の安定） 

CR、VGPR、PR、および病勢進行に合う基準はない。 

Plateau 

（プラトー） 

該当なし 

Progressive 

disease
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（病勢進行 5） 

病勢進行：次のどれか１つ以上の検査値が 25%以上上昇することが必要である。 

 血清M成分(絶対値では 0.5g/dl以上の増加が必要)
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 尿のM タンパク(絶対値では 200mg/24時間以上の増加が必要) 

 血清と尿のM タンパクが測定できない患者のみ：相対する FLCレベル間の

差（絶対値では 10mg/dlを超える増加が必要） 

 骨髄形質細胞の割合（絶対値では 10%
7以上が必要） 

 新しい骨病変又は軟部組織の形質細胞腫の明確な発生、あるいは、既存の

骨病変又は軟部組織の形質細胞腫のサイズの明らかな増加 

 唯一形質細胞増殖疾患に起因すると考えられる高カルシウム血症(血清カ

ルシウム補正値が 11.5mg/dlか 2.65mmol/lを超える)の発生 

Relapse 

（再発） 

臨床的再発には次の１つ以上に該当することが必要である。病勢の増悪、及び/又

は、臓器機能障害(CRABの特徴 6
)の直接的な指標であり、TTP（無増悪期間）や

PFS（無増悪生存期間）の算定には使用されないが、状況に応じて、あるいは、実際

の臨床用途で報告できるものなので、ここに記載する。 

 新しい軟部組織の形質細胞腫又は骨病変の発生。 

 既存の形質細胞腫又は骨病変サイズの明らかな増加。明らかな増加は測

定可能な病変の断面直径計測器の合計によって順次測定される 50%(少な

くとも 1cm以上)の増加と定義される。 

 高カルシウム血症（>11.5mg/dl）[2.65mmol/l]の発症。 

 ヘモグロビンの 2g/dl[1.25mmol/l]以上の減少。 

 血清クレアチニンの 2mg/dl以上[177mmol/l以上]の上昇。 

CRからの再発
5
(試験評価項目

が DFSの場合の

みに使用)
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次のどれか１つ以上に該当することが必要である。 

 免疫固定法検査又は電気泳動検査で血清又は尿中にM タンパクが再び認

められる。 

 骨髄中に 5%以上の形質細胞が認められる 7。 

 進行の何らかの他の症候が現れる(すなわち、新しい形質細胞腫、溶解性骨
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病変、あるいは高カルシウム血症など) 

 

1
 BGM Durie et al. International uniform response criteria for multiple myeloma. Leukemia (2006) 1-7.  

Adapted from Durie BGM, et al. Leukemia 2006; 20: 1467-1473; and Kyle RA, Rajkumar SV. Leukemia 2008;23:3-9. 

Note: A clarification to IMWG criteria for coding CR and VGPR in patients in whom the only measurable disease is 

by serum FLC levels: CR in such patients is defined as a normal FLC ratio of 0.26–1.65 in addition to CR criteria 

listed above. VGPR in such patients is defined as a >90% decrease in the difference between involved and uninvolved 

free light chain (FLC) levels.  

3
 Confirmation with repeat bone marrow biopsy not needed. 

4
 Presence/absence of clonal cells is based upon the kappa/lambda ratio. An abnormal kappa/lambda ratio by 

immunohistochemistry and/or immunofluorescence requires a minimum of 100 plasma cells for analysis. An 

abnormal ratio reflecting presence of an abnormal clone is kappa/lambda of > 4:1 or < 1:2. 

5
 All relapse categories require two consecutive assessments made at anytime before classification as relapse or 

disease progression and/or the institution of any new therapy. In the IMWG criteria, CR patients must also meet the 

criteria for progressive disease shown here to be classified as progressive disease for the purposes of calculating time 

to progression and progression-free survival. The definitions of relapse, clinical relapse and relapse from CR are not to 

be used in calculation of time to progression or progression-free survival.  

6
 For progressive disease, serum M-component increases of >1 gm/dL are sufficient to define relapse if starting 

M-component is >5 g/dL. 

7
 Relapse from CR has the 5% cut-off versus 10% for other categories of relapse. 

8
 For purposes of calculating time to progression and progression-free survival, CR patients should also be evaluated 

using criteria listed above for progressive disease. 

出典：IMF ホームページ 
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1&parentIndexPageId=284 

 

【日本の顧問医師のコメント】 

 

 ベルケード、レブリミド、など非常に有効な新規薬剤が使えるようになってきましたし、さらに抗

腫瘍効果が期待できる新薬の開発も進んできていますので、本判定基準は文頭にも書かれているように、よ

り厳格な判定を加味しており、極めて有効な基準となるでしょう。 

 

 

【訳者注】翻訳文のほとんどを「日本骨髄腫患者の会ライブラリー・多発性骨髄腫の治療効果判定国際統一

基準（International uniform response criteria for multiple myeloma 

Leukemia (2006) 20,1467–1473）」から転載しております。 

上記 URL 

http://www.myeloma.gr.jp/mm/trans_jp/IURC_for_MM_Japanese.pdf 
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