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はじめに
癌化学療法の進歩により治癒が期待できる造血器悪
性疾患が増えているが、従来の抗癌剤では十分な治療
効果が得られない疾患も多い。慢性骨髄性白血病
（chronic myeloid leukemia、CML）は後者に属し、治
癒を目指すには造血幹細胞移植を実施する必要があっ
た。
近年、癌基礎研究の発展に伴い、癌細胞の特性を規
定する分子機構が明らかになり、その分子機構に関与
する分子標的を明確にし、その機能を制御することに
より治療を試みる分子標的治療が研究されるように
なった。メシル酸イマチニブ（imatinib mesylate、以
下イマチニブ、商品名グリベック®）はこの代表的な
薬剤であり、CML の治療に大変革をもたらした。本
稿では、CML の治療の変遷と最新の治療について概
説する。

CML とは
CML は多能性造血幹細胞の腫瘍化により、主に顆
粒球が不可逆性に無制限に増殖する疾患であり、フィ
ラデルフィア（Ph）染色体と呼ばれる疾患特異的な
染色体異常を認める。発症頻度は人口 10 万人当たり
年間に約 1 名で、30 歳から 50 歳に多い。数年の慢性
期の後、移行期を経過して、あるいは突然に急性期と
呼ばれる急性白血病類似の病態に転化し、死の転帰を
取る。有効な治療法のない時代の生存期間中央値は 3
~5 年であった。

従来の薬物療法
CML において、アルキル化剤（ブスルファン）や
代謝拮抗剤（ハイドロキシウレア）による化学療法で
は、血球数をコントロールすることは可能であったが、
生存期間を延長することは困難であった。
その後に登場したインターフェロンα（IFNα）療法
により、Ph 染色体陽性細胞の減少や消失がみられ、
生存期間の延長が確認された。骨髄中の Ph 染色体陽
性 細 胞 の 比 率 に て 細 胞 遺 伝 学 的 効 果 （ cytogenetic
response、CR）を判定するが、major CR（Ph 染色体
陽性細胞 35%以下）は 10~38%の患者で、complete CR
（Ph 染色体消失）は 5~30%の患者で得られ、5 年生
存率は全体で 52~63%、major CR 群の 7~10 年生存
率は 80%以上であった 1）。IFNαにシタラビン（Ara-C）
少量を併用するとさらに治療成績は向上し、1 年後の
major CR 率は 21~35%、5 年生存率 68~70%であっ
た 2)。このように IFNα療法は一部の症例で有効であ
るが、治療効果が得られているのに副作用のために治

療を継続できない不耐症例がしばしばみられた。

CML の発症機構
Ph 染色体は CML の 90%以上に認められ、9 番染色
体と 22 番染色体の相互転座 t(9;22)(q34;q11)で生ずる
異常染色体である。この相互転座により、9 番染色体
上の ABL 遺伝子と 22 番染色体上の BCR 遺伝子の融
合（キメラ）遺伝子（BCR-ABL 遺伝子）が、短くなっ
た 22 番染色体上に形成される。この融合遺伝子から
産生される転写産物そして翻訳蛋白質は、質的に ABL
遺伝子のものと異なる 3)。
チロシンキナーゼは蛋白質のチロシン残基を特異的
にリン酸化する酵素であり、細胞内標的蛋白へのシグ
ナル伝達に関与する。ABL 遺伝子は SRC 遺伝子群に
属するが、チロシンキナーゼ活性はほとんど認められ
ない。一方、BCR-ABL キメラ蛋白は BCR のもつ重
合能力によって 4 量体を形成するため、分子間で相互
にリン酸化し、BCR-ABL チロシンキナーゼは常に活
性化された状態となる 4)。BCR-ABL チロシンキナー
ゼは細胞内基質や自己をリン酸化し、細胞増殖、形質
転換、アポトーシス抑制にかかわる様々な細胞内シグ
ナル伝達を活性化する。CML はこのような機序で腫
瘍化するものと考えられており、BCR-ABL チロシン
キナーゼ活性はその発症に大きく関与する。

イマチニブの作用機序
チロシンキナーゼは ATP 結合部位に ATP を結合し、
そのリン酸基を用いて基質をリン酸化する。イマチニ
ブはチロシンキナーゼの ATP 結合部位の構造に合わ
せて分子デザインされた物質の誘導体であり、BCRABL 蛋白質のチロシンキナーゼの ATP 結合部位に競
合的に結合し、その結果として基質のリン酸化に続く
シグナル伝達を阻害する 5)。これにより、細胞増殖が
抑制され、アポトーシスが誘導され CML 細胞が選択
的に傷害される（図 1）
。
イマチニブは BCR-ABL チロシンキナーゼの他に ckit チロシンキナーゼや血小板由来増殖因子（platelet
derived growth factor、PDGF）レセプターの自己リン
酸化も阻害するが、チロシンキナーゼ以外のプロテイ
ンキナーゼ活性はほとんど阻害しない。イマチニブの
作用機序は細胞増殖シグナルの抑制であるため、持続
的に薬剤濃度を維持しなければ細胞増殖は抑制解除さ
れてしまう。このため、イマチニブは連続して服用す
る必要があると考えられている。

図1

フィラデルフィア染色体とイマチニブの作用機序

イマチニブの後期慢性期、移行期、急性転化に
対する効果
IFNα不応・不耐の後期慢性期、移行期、急性転化
CML に対するイマチニブの臨床第 II 相試験の効果を
表に示す（表 1） 6)。後期慢性期は診断からイマチニ
ブ治療までの期間は中央値で 34 か月であったが、52%
に complete CR がみられ、4 年生存率は 82%と良好な
治療成績が得られた。
移行期では一日投与量 600 mg の方が 400 mg より
良好な治療効果が得られた。イマチニブ治療開始 3 か
月後に major CR を得た症例は 181 例中 20 例と少数で
あったが、4 年生存率は 70%以上と良好であった。し
かし、major CR に達しなかった症例は 30~40%の生
存率に過ぎなかった。急性転化では一部の症例で効果
がみられるが、多くの症例は短期に薬剤抵抗性となり、
イマチニブ単独による長期生存はまれである。他の化
学療法の併用や造血幹細胞移植が必要である。

表1

初発慢性期に対する効果
未治療慢性期 CML 患者 1,106 例を対象として、イ
マチニブ群（553 例）と IFNα + Ara-C 群（553 例）の
第 III 相無作為比較試験（IRIS study）が欧米の多施設
共同研究で行われた 7)。イマチニブ群は 400 mg を連
日経口投与を行い、3 か月で血液学的完全寛解が得ら
れない場合、12 か月で minor CR（Ph 染色体陽性細胞
36~65%）に到達しない場合は 800 mg に増量された。
INFα + Ara-C 群は、IFNαを目標容量 500 万単位/m2 と
し て 最 大 耐 容 量 の 連 日 皮 下 投 与 を 行 い 、 Ara-C 20
mg/m2 を月に 10 日間投与した。この試験では一方の
治療法で効果が得られない場合、効果が消失した場合、
治療に不耐性の場合は他方の治療法に移行することが
可能と設定された。
治療 18 か月後の結果を表に示すが（表 2）
、血液学
的寛解率、細胞遺伝学的寛解率、移行期や急性期への

イマチニブの臨床第 II 相試験の成績

症例数
血液学的効果
血液学的完全寛解
骨髄での芽球比率正常化
慢性期への復帰
細胞遺伝学的効果
major response（Ph ≤ 35%）
complete response（Ph 0%）
無増悪生存率
全生存率

慢性期
IFN 不応・不耐
454

移行期

骨髄性急性転化

400 mg/日
62

600 mg/日
119

95%

27%
10%
27%

37%
13%
21%

16%
9%
27%

65%
52%
75%
82%

16%
11%
16%
35%

28%
19%
40%
55%

16%
7%
7%
14%

（4y）
（4y）

（3y）
（3y）

（3y）
（3y）

229

（3y）
（3y）

表 2 初発慢性期 CML に対するイマチニブとインターフェロンα+ Ara-C の比較試験（IRIS study）の治療 18 か月
後の成績

血液学的完全寛解
細胞遺伝学的効果
major response（Ph ≤ 35%）
complete response（Ph 0%）
移行期・急性転化への進展
全生存率
治療不耐容

イマチニブ
（n = 553）
95.8%

IFNα+ Ara-C
（n = 553）
69.0%

87.1%
76.2%
3.3%
97.4%
2.9%

34.1%
14.5%
8.5%
95.8%
30.6%

進展率において、イマチニブ群が IFNα + Ara-C 群を
大きく上回っている。特にイマチニブ群の complete CR
率は 76.2%と極めて高率であり、この試験により、慢
性期 CML の第一選択薬はイマチニブとされるように
なった。
IRIS study では治療法の変更が行われたので、両群
の生存率を比較することができない。M.D. Anderson
がんセンターからの報告 8)では、未治療 CML の 30 か
月生存率はイマチニブ治療が 98%、IFNα治療が 88%
であり、イマチニブ治療の方が有意に優れていた（p =
0.01）
。これらの結果より、CML の薬物療法はイマチ
ニブに置き換わった。

p < 0.001
p < 0.001
p < 0.001
p < 0.001
p = 0.23

病期とイマチニブの効果
IRIS study では治療開始時のリスク分類別（Sokal
スコア）の治療成績も示されている。Sokal スコアと
は、年齢、脾腫、血小板数、末梢血芽球数にて計算さ
れる予後因子である。
これによると、
42 か月の complete
CR 率は低リスク群で 91%、中リスク群で 84%、高リ
スク群で 69%であり、リスク群間に有意差がみられ
た（p < 0.001）
。また、PFS は低リスク群で 94%、中
リスク群で 88%、高リスク群で 80%であった（p =
0.003）。イマチニブ療法においても、病期が進行した
患者の予後は不良であり、高リスク群ではイマチニブ
の効果判定と病勢進行の監視をより厳重に実施する必
要があることを示している。

イマチニブの長期効果
IRIS study は 42 か月後の成績が報告された 9)。これ
によると、イマチニブ群の治療継続率は 75%であっ
たが、IFNα + Ara-C 群は 4%に過ぎなかった。イマチ
ニブ群の細胞遺伝学的効果は 18 か月よりさらに上
回っており、98%に血液学的完全寛解、91%に major CR、
84%に complete CR が得られている。また、全生存率
は 97%と高く、移行期や急性転化への進行のない生
存率は 94%、血液学的完全寛解や major CR を維持す
る生存率（progression free survival、PFS）は 84%であ
り、長期的にも優れた治療効果が得られている。この
傾向が今後も継続すると、生存期間中央値は 15~16
年と予想されている。
42 か月後の病勢進行率が示されているが、移行期
や急性転化への進行は 6.1%、major CR の消失は 4.5%、
血液学的完全寛解の消失は 2.4%、非原病死は 1.4%に
みられた。1 年ごとに解析した病勢進行リスクは、1
年後 3.4%、2 年後 7.5%、3 年後 4.6%、4 年後 2.3%で、
42 か月時点で平均 4.0%であった。病勢進行の約半数
が移行期や急性転化への進行であるので、これらの進
行率は年平均 2%と考えられる。このように、イマチ
ニブは治療期間が長期となっても病勢進行率が増加し
ないことが明らかになった。
また、治療開始 6 か月後に何らかの細胞遺伝学的効
果が得られた患者と得られなかった患者における
42 ヶ月 PFS は各々91%、68%であった（p < 0.001）
。
治療開始 12 か月後に complete CR が得られた患者と
得られなかった患者では各々93%、74%であり（p <
0.001）
、major CR 達成患者と未達成患者では各々91%、
66%であった（p < 0.001）。このように、早期に治療
効果が得られた患者で病勢進行抑制効果が顕著である
ことが明らかになった。

微小残存病変のモニタリング
初発慢性期 CML ではイマチニブ療法により 80%以
上の患者が complete CR となるので、より精度の高い
効果判定基準が必要となる。このため、PCR 法を用
いた BCR-ABL キメラ遺伝子増幅による微小残存病変
（minimal residual disease、MRD）の測定が用いられ
る。PCR 法には定性法と定量法とがあるが、通常は
定量法が用いられ、感度以下となった場合に定性法
（Nested PCR）で確認する。また、骨髄血と末梢血の
測定感度は同等であるので、末梢血を用いて簡便に測
定できる。一方、測定方法が統一されておらず、施設
間で感度が異なる可能性があるので、他施設のデータ
との比較には注意を要する。
日 本 臨 床 血 液 学 会 は CML の 症 例 登 録 シ ス テ ム
（TARGET）を有しており、患者の同意を得れば、患
者情報を登録し、登録者はその内容を共有することが
できる。この場合、年 2 回の PCR 検査費用は学会が
負担するので、診療上有用である。また、最近開発さ
れた核酸増幅法（transcription mediated amplification、
TMA）を用いた BCR-ABL 融合遺伝子測定（Amp-CML
法）が保険認可された。従来の定量 PCR 法との相関
はよいが、検出感度がやや劣るとされている。

IRIS study における微小残存病変の評価
IRIS study では末梢血の BCR-ABL 融合遺伝子が経
時的に測定されている 10) 。これによると、イマチニ
ブ開始 12 か月後に 39%の症例が complete CR で BCRABL 融合遺伝子 mRNA コピー数が治療前に比べて 3
log 以上減少した。これらの症例の 42 か月後の PFS
は 98%（136 例）であった。一方、complete CR であっ
ても 3 log 未満の減少に留まる症例の PFS は 90%（94

例）であり、complete CR が得られなかった症例では
75%（138 例）であった 9)。このことより、BCR-ABL
融合遺伝子が 3 log 以上減少することがイマチニブの
治療目標の一つとされ、major molecular response と定
義することが提唱されている。
major molecular response が得られた患者数は治療開
始 24 か月後までは徐々に増加するが、それ以降はほ
とんど変化していない。しかし、4 log 以上に減少す
る患者数は、24 か月以降から 42 か月後まで増加し続
けた（図 2）11)。従って、イマチニブ治療を継続する
ことにより、より深い molecular response が得られる
ものと思われる。
慢性期 CML に対して同種造血幹細胞移植を実施す
ると、多くの患者で MRD は消失し、CML は治癒し
たと考えられる。また、少数ではあるが、IFNαにて
complete CR を得た患者にも同様な MRD の消失をみ
る。イマチニブを長期間投与することにより、MRD
が検出感度以下となる患者が増加するものと思われる
が、骨髄移植と同様に長期に維持されるかはまだ不明
である。イマチニブは休止期の CML 幹細胞には効果
がないことが報告されており 12)、MRD が検出限界以
下となっても、治癒は望めない可能性もある。

イマチニブの副作用
イマチニブの副作用発現率は 98%と高いが、軽度
のものが多い 7)。非血液毒性では、表在性浮腫、嘔気、
筋肉痙攣、皮疹などが多い。血液毒性は病期の長い症
例で強く出現する。IRIS study において、イマチニブ

イマチニブの効果判定と高用量投与
IRIS study により、イマチニブは治療効果がより早
期にみられた患者で予後が良いことが示された。従っ
て、効果判定の時期とその基準が重要であるが、これ
を予め設定した臨床試験が実施されている。オースト
ラリアの TIDEL study13)は、初発慢性期 CML 患者に対
してイマチニブを 600 mg/日から開始し、各効果判定
時点で以下の効果が認められない場合は 800 mg/日ま
で増量し、3 か月後に効果がなければ Ara-C の間欠投
与を併用する試験である。①3 か月後の血液学的完全
寛解、
②6 か月後の major CR、
③9 か月後の complete CR、
④12 か月後の BCR-ABL 遺伝子レベルの 4 log 以上の
減少。TIDEL study の 600 mg/日群と IRIS study の 400
mg/日群の治療成績を比較すると、12 か月後の細胞遺
伝学的効果は TIDEL study の方が優れていた。一方、
major molecular response は両群間で有意差を認めな
かったが、4 log 以上に減少した患者は TIDEL study
が上回っていた。尚、グリベック増量による有害事象
の増加は許容範囲であったとされる。このことより、
グリベック 400 mg/日の投与にて治療反応性が不良な
場合は、グリベックの増量も検討すべきと思われる。

3 log以上の減少
log以上の減少

major molecular response (%)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
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0

の減量中止を伴い、何らかの治療が必要な重篤な副作
用は、好中球減少 16.2%、血小板減少 9.3%、貧血 4.0%、
肝酵素上昇 5.4%であった。尚、治療開始 42 か月後で
有害事象のために投与を中止した患者は 6%と少数で
あった 9)。

4 log以上の減少

3

6

9 12 18 24 27 30 33 36 39 42
治療開始後の期間（月）

図2

イマチニブ 400 mg/日治療による major molecular response 到達率（IRIS study）

イマチニブ抵抗性とその克服
IRIS study で年間 4%の割合でイマチニブの効果が
減弱消失し、病勢の進行がみられている。また、初回
治療にもかかわらず、イマチニブで十分な治療効果が
得られない患者も約 10%存在する。このような耐性
獲得や初期不応は移行期や急性転化ではより高頻度に
みられる。
イマチニブ抵抗性は BCR-ABL 依存性と非依存性の
機序が考えられている。依存性の機序として、
BCR-ABL
遺伝子の増幅、グリベック結合部位の BCR-ABL キ
ナーゼドメインの変異が挙げられている。非依存性の
機序として、BCR-ABL シグナル伝達下流の活性亢進、
BCR-ABL に関与しないシグナル伝達経路の活性亢進、
MRD（multi-drug resistance）蛋白によるイマチニブの
排出亢進、イマチニブ結合蛋白（α1-acid glycoprotein）
の増加などが挙げられている。
これらの機序の中で、BCR-ABL キナーゼドメイン
のアミノ酸点突然変異によるものが主であると報告さ
れている 14)。点突然変異が生じると BCR-ABL 蛋白の
立体構造が変化するために、イマチニブと BCR-ABL
の親和性が低下し、キナーゼ活性を抑制することがで
きなくなると考えられている。このような変異を有す
る細胞が治療前に存在している場合と、治療後に出現
した場合があるものと思われる。
BCR-ABL の 点 突 然 変 異 は キ ナ ー ゼ ド メ イ ン の
phosphate binding loop（p-loop）
、imatinib binding site、
activation loop、catalytic loop などに存在するが、特に
p-loop の変異は急性転化や移行期の患者で多く見られ、
予後を悪化させている 15) 。イマチニブ治療中に効果
が減弱してきた時、あるいは MRD の増加が見られた
時には、これらの変異の有無を検査することが推奨さ
れている。

新規 ABL キナーゼ阻害剤
点突然変異によるイマチニブ耐性に対して、新規
ABL キナーゼ阻害剤が開発されており、有効性が示
されつつある。BMS-35482516)は SRC-family チロシン
キナーゼと ABL チロシンキナーゼを強力に阻害する
薬剤である。BCR-ABL に対する阻害作用はイマチニ
ブの約 260 倍であり、T315I（imatinib binding site の変
異の一つ）を除く BCR-ABL 点突然変異発現細胞に対
しても増殖抑制効果がみられている。イマチニブ不応、
不耐患者を対象とした第Ⅰ相臨床試験が実施されたが、
血液学的効果は 86%にみられ、細胞遺伝学的効果は
46%（complete CR は 17%）にみられた。p-loop 変異
を有する患者にも細胞遺伝学的効果が確認されており、
わが国においても第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験が開始された。
AMN10717) は ABL に対する親和性がイマチニブよ
り向上した ABL キナーゼ阻害剤であり、BCR-ABL
陽性細胞に対する増殖抑制効果はイマチニブの 10~
50 倍である。イマチニブ耐性の変異株に対しても増
殖抑制効果がみられるが、T315I の変異に対しては
BMS-354825 と同様に無効であった。移行期や急性転
化 CML においても有効性が示されている。

造血幹細胞移植
イマチニブの安全性と顕著な有効性のため、CML
慢性期では造血幹細胞移植の適応を判断することが困
難となった。前述のようにイマチニブの治療反応性と

移植のリスクを総合的に判断する必要がある。イマチ
ニブで治癒が得られるかが現時点では不明であるので、
若年者で HLA 一致同胞を有する発症 1~2 年以内の
慢性期患者であれば、移植を実施することは妥当と考
えられる。

おわりに
CML は分子標的治療が成功した最も代表的な疾患
である。新規薬剤の登場によりさらに優れた治療成績
が期待される。造血幹細胞移植の適応を含めて、CML
治療は今後も変革が続くものと思われる。
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