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この発表の目的は、骨髄腫の生物学的な分類法を提示することと、既知の遺伝的要因の予後的な価値を確立す

ることにある。 

 

骨髄腫は、最高次の遺伝的なレベルで、「高二倍体（h-MM）」と「非高二倍体（nh-MM）」という二つのサブグ

ループに分類される。非高二倍体型は、免疫グロブリン重鎖遺伝子（IgH）転座が特徴で、疾患進行が早く、生

存期間が短い。 

 

疾患経過の正確な予後決定により、より合理的な治療法と手順の選択が可能となり、疾患の脅威について患者

と直接話し合うことができるようになる。リスクの層別化は、臨床試験における患者の構成を理解するために不

可欠であると同時に、異なる臨床試験集団の横断的な比較をある程度可能とする。 

 

検査についての提言 

 

 最低限、すべての骨髄腫患者の遺伝的な情報は収集すること。 

 細胞質免疫グロブリン染色併用 FISH あるいは純化した形質細胞上で実施した FISH によって検査するこ

と。 

 FISH パネルは、最低限 t(4;14)(p16;q32), t(14;16)(q32;q23), and 17p13 欠損を含むべき。 

 より完全なパネルは、t(11;14)(q13;q32), 染色体 13 番欠矢、倍数性分類と染色体 1 異常を含むべき。 

 すべての臨床試験は、最低限、GEP を組み込むことを検討するべき。 

 

疾患のサブタイプ 

 

高二倍体 

 三染色体性(トリソミー)が特徴である。 

 より無症候性型の病状が多い 

 予後良好の傾向が強い。 

 わずかに男性に高い頻度で見られる。 

 高齢者により一般的である。 

 骨髄腫に起因する骨疾患の頻度が高い。 

 

非高二倍体（｛t(11;14)(q13;q32)は予後良好｝を除き，より高いリスク） 

 t(11;14)(q13;q32) 

o 骨髄腫患者の 15％を占める。 

o サイクリン D1 の発現増加を誘導する。 

o CD20 発現、リンパ形質細胞、低分泌性疾病、λ軽鎖に関連している。 

o すべての IgM 型骨髄腫で優性である。 

o 軽鎖アミロイド症の 50％を占める。 

o MGUS（意義不明の高ガンマグロブリン血症）に見られる。 

o 異質な病気の可能性－予後中立性へ包括的に影響する。 

 



 t(4;14)(p16;q32) 

o 幹細胞移植を併用する大量化学療法後も寛解期間が短い。 

o 遺伝子転座を標的とする新しい治療法（例 TKI-258）が開発されている。 

o IgA 重鎖型、λ軽鎖型、13 番染色体異常に関連している。 

o MGUS 患者には一般的でない。 

o SMM（くすぶり型骨髄腫）の患者でより高頻度である。 

 

 t(14;16)(q32;q23) 

o 全骨髄腫患者の 5～7％にみられる。 

o 13 番染色体欠矢と高い関連性がある。 

o IgA アイソタイプと関連している。 

o 臨床的にはより進行型。 

 

 13 番染色体欠矢 

o 非高二倍体骨髄腫と関連した代用マーカーとして重要である。 

o 全患者の 50％：染色体 13 欠矢の 85％は一染色体性(モノソミー)で、15％は中間部欠失 

o t(4;14)(p16;q32)など、高リスク遺伝型と高い関連がある。 

o t(4;14)(p16;q32)の 90％近くが染色体 13欠矢である。 

 

疾患進行に影響する二次遺伝症 

 

単クローン性形質細胞は、時間経過とともに異なるステージを経るが、特異なステージがどのように疾患進行

と関係しているか明らかになっていない。疾患進行と関係する遺伝子異常は、以下のとおり。 

 

 17p13 欠矢 

o 予後診断のための最も重要な細胞遺伝学的要因である。 

o 腫瘍抑制遺伝子 p53 が位置する。 

o 生存に悪影響をもたらす。 

o 短い生存期間予測、より進行性な病気、髄外疾病高い発症頻度、高カルシウム血症，HDT 後の短

い反応期間、CNS（中枢神経）浸潤を併発する。 

o 大半の形質細胞性白血病（一次・二次）は、p53 異常を有する。 

o MGUS では一般的でない。 

 

 1 番染色体異常（1p 欠矢・1q 増幅） 

o 短期生存に関連する１番染色体の短腕・長腕における異常である。 

o 高リスクの GEP が特徴である。 

 

mSMART 分類 

骨髄腫における遺伝的突然変異の特徴を理解するもう一つの方法は、mSMART 2.0 
2として Mayo グループによ

って公開されている。 

 

高リスク 中リスク 標準リスク 



FISH 検査 FISH 検査 その他すべて 

Del 17p t(4;14) 高二倍体 

t(14;16) 細胞遺伝学的 13 番染色体欠失 

または低二倍体 

t(11;14) 

t(6;14) 

t(14;20)     

GEP 高リスクシグネチャー 形質細胞ラベリングインデッ

クス > 3% 

  

 

 これらの分類による中リスク・低リスクの患者は、GEP では高リスクに分類されることに注意する必要

がある。 

 LDH>ULN（正常上限を超える）やβ2M>5.5 を伴う標準リスクの患者の場合、予後不良となる可能性が

ある。 

 t(4;14)がβ2M や貧血を併発する場合、予後不良となる。 

 t(11;14)は、形質細胞性白血病を併発する可能性がある。 

 

推奨される FISH 検査と関連する結果 

不可欠な検査 FISH 検査 検査の頻度 

確立されたマーカー t(4;14)(p16;q32) １回 

  t(14;16)(q32;q23) １回 

  17p13 繰り返しの可能性あり 

拡張パネル、中等度のマーカー 高二倍体 １回 

他のマーカー t(11;14)(q13;q32) １回 

  13 番染色体 繰り返しの可能性あり 

  他の転座 １回 

1 番染色体 1q 増幅、 1p 欠矢 繰り返しの可能性あり 

aCGH 由来マーカー 12p 欠矢、5q 増幅 繰り返しの可能性あり 

 

新たな遺伝検査：臨床・研究からの提案 

レベル FISH 検査 検査の頻度 

確立されたマーカー 最低 FISH パネル（臨床） １回（ベースライン時） 

  GEP 繰り返しの可能性あり 

提案される検査 aCGH/SNP １回 

  予測マーカー １回 

  連続的 GEP 繰り返し 

 

IMWG による新しい分子細胞遺伝学的分類提案 

 患者の比率(%) 特徴 

高二倍体 45 予後良好，IgG-κ型，高齢患者 



非高二倍体 40 進行性，IgA-λ型、若年患者 

Cyclin D translocation 18  

t(11;14)(q13;q32) 18 CCND1 の高発現，より予後良好，骨

疾患；GEP による二つのサブタイプ 

t(6;14q)(p21;32) 2 おそらく CCND1 と同様 

t(12;14)(p16;q32) 1 未満 稀 

MMSET  15  

t(4;14)(p16;q32) 15 MMSET の高発現；75%が FGFR3 の

高発現；一般的な治療で予後不良；

骨疾患併発の頻度低い 

MAF 8 進行性 

t(14;16)(q32;q23) 5 少なくとも 2 回の試験で進行性であ

ると確認 

t(14;20)(q32;q11) 2 １回の試験で進行性と確認 

t(8;14)(q24;q32) 1 予後への影響は不明であるが進行性

の可能性あり 

その他未分類 15 各種サブタイプおよび重複するタイ

プ 
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出典：IMFホームページ 

http://myeloma.org/ArticlePage.action?tabId=0&menuId=0&articleId=3069&aTab=-1&gParentType=link&gParentId=510

1&parentIndexPageId=284 

 

 

【日本の顧問医師のコメント】 

 

 今回のレポートは，骨髄腫細胞の遺伝子異常や染色体異常について詳細な分類を行ったものです。各種の異常

については，これまでの抗がん治療による成績に基づき，臨床的な特徴と共に予後良好型であるか予後不良型で

あるかが示されています。ただし，今後，ボルテゾミブやレナリドミドの治療により，予後不良型においても経

過の見通しは変わる可能性があります。また，このような遺伝子異常を詳細に解析することにより，特定の異常

に有効な新たな治療薬が発見されることも期待されています。 
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