
同種造血幹細胞移植がより普及し血液悪性腫瘍の標準治療の一環と考えられるよう

になるにつれ，移植の適応は拡大される傾向にある．その例のひとつが非骨髄破壊的

レジメンを用いた骨髄非破壊的移植（ミニ移植，ミニトランスプラント）である．こ

れはクラドリビンやフルダラピンなどのプリン誘導体や ATG（抗ヒト胸腺免疫グロブ

リン）のように免疫抑制が主で骨髄抑制の強くない薬剤を主にした前処置の後に同種

幹細胞移植を行うことによって，移植に伴う副作用や合併症を減らそうというもので，

そのため高齢者や臓器障害のある患者にも比較的安全に移植を行うことができる．骨

髄非破壊的移植は同種移植を免疫療法と考える立場にたち，GVL（Graft-versus-

Leukemia）あるいは GVT（Graft-versus-Tumor）効果を抗腫瘍効果として期待する

ものである．骨髄非破壊的移植が多く行われるつれ多くの新しい事実が明らかになっ

てきた．例えば，初めは GVHDはこの移植法を用いるほうが少ないはずだと思われて

いたが，実際は普通の移植と同程度に起こるらしいこと，あるいは骨髄非破壊的移植

を用いれば移植後の免疫回復は普通の移植法を用いるよりも速いはずだと思われてい

たが，実際は免疫回復の速さは用いるレジメンによって多様であり，骨髄非破壊的移

植だから速いとか遅いとかいえないらしいことなどが分かってきた．さらに，造血系

の混合キメラになる率も完全キメラに変わって行く速さもレジメンによって多様であ

る．

一方で，骨髄非破壊的移植は新しい移植法であるので多くのことがまだ分かってい

ない．例えば通常の移植に比べて移植後再発の可能性が高いかどうかについてはいま

だ定説がない．同様に，骨髄非破壊的移植は高齢や臓器障害のために通常の移植ので

きない患者のみが対象になるのか，それとも通常の移植ができる場合でも骨髄非破壊

的移植を用いてよいのかはいまだ議論の焦点である．ここでは私たちが国立がんセン

ター中央病院で実施している骨髄非破壊的移植のプロトコールとその成績の一部を紹

介し，その適応について議論する．さらに，これから更なる研究の必要な分野として

固形腫瘍などへの骨髄非破壊的移植の適応の可能性についても検討する．
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従来，造血幹細胞移植は患者の古い骨髄を

大量化学療法あるいは全身放射線療法で破壊

し，その代わりに新しくドナーからの造血幹

細胞を移植するという方法で行われてきた．

ところが最近になって，大量化学療法や全身

放射線療法を行わなくても同種造血幹細胞移

植が施行可能なことがわかってきた．大量化

学療法，放射線療法はこれまで造血幹細胞移

植のプロセスの中でそれに伴う合併症が非常

に多い部分であったので，これを行わなくて

もいいということは造血幹細胞移植が高齢者

や臓器障害のある患者など今まで対象になら

なかった患者にまで拡大可能であることを示

す．今回はこの新しい移植法の理論と応用に

ついて述べる．

1．骨髄非破壊的移植の背景

1990年代初めから，実験的にあるいは臨床

的に大量化学療法や全身放射線療法の前処置

を行わなくても，同種造血幹細胞移植が可能

であるという証拠が蓄積されてきた．従来は

古い骨髄を破壊することと免疫抑制を行うこ

との 2つが前処置の必要条件のように言わ

れていたが，造血幹細胞の生着には古い骨髄

を前処置によって破壊することは必須ではな

いことが示された．これにより免疫抑制を中

心にした前処置のみによって同種造血幹細胞

移植が可能である道が開けてきたわけであ

る．

2．骨髄非破壊的移植の早期の臨床例

1997年，M. D.Anderson病院の Giraltらは，

フルダラビンを用いた化学療法の後に造血幹

細胞を輸注することによって，従来のような

大量化学療法を行わなくても同種移植が可能

であることを示した．この時には彼らは非常

にリスクの高い患者のみを集めて移植をして

いたので，成績はあまりよくなかった．続い

て 98年にイスラエルの Slavinらはフルダラ

ビン，ブスルファン（通常の移植量の半分），

および ATG（抗胸腺グロブリン）の前処置に

よって非常に副作用の少ない同種移植が可能

であることを示した．この時はそれほどリス

クの高い患者ばかりに行ったわけではなかっ

たので，移植早期死亡率等が少ない分その成

績は非常にすばらしいものだったため，セン

セーションを巻き起こした．これらの報告に

続いて世界中で骨髄非破壊的移植が行われる

ようになった．その多くは，フルダラビン等

のプリン誘導体を基本にしたレジメンを用い

ている．

3．骨髄非破壊的移植（ミニ移植）の実際

国立がんセンター中央病院では 1999年 9

月より図 1に示すミニ移植の前処置を用いて

いる．ここではフルダラビンの替わりに同様

のプリン誘導体であるクラドリビンを用いて

おり，ブスルファンは一般の前処置の半量，

そしてウサギ ATGを用いている．この前処置

を用いて，我々は現在までに 16例に対して

骨髄非破壊的移植を施行した．この多くの患

者は高年齢あるいは臓器障害等により一般の

移植の対象にならない．この様な患者に対し

て通常の移植を行うと，移植早期死亡率はお

そらく 8割前後になるかと思われるが，現在

のところこれらの患者は 14例が生存中であ

り，固形腫瘍の患者を除いた血液患者におい

ては，その生存者の全員が無病生存中である．

4．混合キメラの意義とその対処

図 2の左側に示すような患者およびドナー

の遺伝子マーカーがあれば，一般の同種移植

を行うと，移植直後からすぐに図の右側に示

すような完全ドナータイプキメラとなる．強
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力な化学療法や放射線療法によって患者の遺

伝子マーカーを持った血液細胞を破壊してし

まう移植法では，これは当然である．ところ

が骨髄非破壊的移植においては図の中央に示

したような混合キメラの状態，すなわち患者

とドナーのそれぞれの遺伝子マーカーを持っ

た血液細胞が混在している状態を経て，完全

ドナータイプに転換していくものと考えられ

る．そして，完全キメラに移行していく速さ

は，前処置が強力であるほど，特に免疫抑制

として強力であるほど速いと考えられ，骨髄

非破壊的移植の中でも弱い前処置を用いた場

合にはゆっくりと移行していく．時には混合

キメラの状態で安定したり，あるいは反対方

向に進んで拒絶となったりする例もある．骨

髄非破壊的移植においては，残存する腫瘍細

胞および古い患者の骨髄を破壊するのは，前

処置ではなく新しく入れたドナーの幹細胞に

図 2 骨髄非破壊的移植におけるキメラの模式図

図 1 国立がんセンター中央病院の骨髄非破壊的移植のプロトコール
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よる Graft-versus-Leukemia（GVL）効果および

Graft-versus-Host（GVH）効果であると考えら

れる．そして完全ドナータイプへの移行がス

ムーズに行かない場合，あるいは途中で止

まったり逆に進み始めてしまったりする場合

には，ドナーリンパ球輸注を行うことによっ

て完全ドナー型に転換するのを助けることが

できる．混合キメラを経て完全キメラになっ

ていく過程で大切なのは Tリンパ球である

と考えられており，Tリンパ球を主体とする

リンパ球輸注を行うことによって，GVH効果

を（これは臨床的に認められるものもサブク

リニカルなものも含めて）増強をして完全ド

ナータイプへの転換を助けるからであると考

えられている．

5．骨髄非破壊的移植の現代の移植療法

における意義

骨髄非破壊的移植は従来の移植の考え方を

一変した．これまでは移植はとにかく副作用

の多い強力な治療であって，生命を助けるた

めだけに多大な犠牲を払って行うものであっ

た．骨髄非破壊的移植の登場により，同じ移

植を行うなら合併症を少なくし移植前後死亡

率を下げようという，いわば生命予後だけを

考えるのではなく QOLも考えた移植という

ことを考え得るようになってきた．これは更

に新しい分野への移植医療の応用という可能

性をも提示するものである．例えば，自己免

疫疾患など非悪性疾患に対してはこれまで自

家移植は行われてきていたが，同種移植はそ

のあまりにも高い治療前後死亡率のためにそ

の適用が見送られてきた．ところが骨髄非破

壊的移植法によって，移植前後死亡率の低い

移植が可能であるならば，これを自己免疫疾

患に応用することによって予後不良の自己免

疫疾患は同種移植によって治療するというよ

うな選択肢も可能になってくると思われる．

これらの新しい分野への応用に関しては，更

なる研究を待たねばならない．

質 疑 応 答

座長（溝口） どうもありがとうございまし

た．何かご質問がありますでしょうか．

加藤俊一（東海大） 先ほどの私の講演のと

き，実は時間がなかったので，CD 34のところ

で ATGのことはあえて述べなかったのです

が，私たちも ATGは絶対必須のもので，前処

置の中に必要だと信じてやってきました．し

かし国内の症例で ATGを投与していない症

例も数多くありまして，その両群を比較しま

すと，移植後 100日までの生存は，ATGプラ

ス群の方がよいのです．ところが 100日以降

の生存では逆転して，ATGマイナス群の方が

上を行くようになります．生着不全について

は両群に差がなく，急性 GVHおよび慢性

GVHについては，明らかに慢性についても

ATGプラス群の方が低いという結果が出て

います．それでその結果から，ATGは少なく

とも必須の薬剤ではないだろうと感じるよう

になりました．先生が今進められているプロ

トコルの結果がどのようになるか，予測はま

だできないとは思いますが，そのような方向

に行くのかなという印象を持っています．

座長 非常に新しい治療法で，長期的な成

績はまだどこからも出ていないような気がす

るのですが，いかがでしょうか．

峯石 長期といっても 4～5年ぐらいまで

は欧米から報告されていますが，少なくとも

普通の移植法と同じくらいの成績はあげられ

そうだということはわかっています．ただ，

今まで移植ができなかった人が対象ですの

で，正確な比較対象群がないというところは

あるかと思います．
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座長 臓器障害とか，高齢とか，かなり不

利な点が多いものを対象にしているわけです

ね．

峯石 あまりひどい臓器障害がある方を対

象にしますとやはり成績は悪いようで，高齢

で，臓器障害がない方であれば相当よい成績

が期待できるのではないかと思われます．

加藤 もう一つ，先生がおっしゃったよう

に，これだけ数年の経験が蓄積されてきまし

たので，適応として，どのような条件の方に

この移植が適しているか，また逆に，どのよ

うな条件の方に対して，むしろこれは適して

いないのではないかというところを教えてい

ただきたいと思います．われわれ小児科の領

域ですと，必ずしもこの移植はすぐに飛びつ

く移植ではないと皆感じているのです．です

から逆に経験が少ないので，うかがいたく思

います．

峯石 先ほどもいいましたが，臓器障害の

人を対象にしますと，それでも可能ではあり

ますが，ややむずかしくなります．ですから，

年齢は 55歳以上だけれども，臓器障害がな

くて，比較的元気で，PSがよい方が適応とし

てよろしいかと思います．

それから，GVLがかなり効くということは

あるのですが，ただ普通の移植では強力な化

学療法，放射線療法プラス GVLが効くという

ことですが，これは強力な化学療法，放射線

療法はあまり使いませんから，武器が GVL

だけになるわけで，原則としては割合再発傾

向の少ない病気の方の方がよいのではないか

と思っています．再発傾向のある病気，つま

り緩解に入っていない白血病などでも不可能

ではないですし，普通の移植ができなければ

それはよいと思うのですが，そういう方で普

通の移植ができれば，これはすぐに飛びつく

べきではないだろうと考えています．

それから，1回目の移植をして後で拒絶さ

れて， もう 1回移植をするという場合には，

1回目の移植でかなりガタが来ている場合も

ありますので，よいプロトコルと考えていま

す．

座長 どうもありがとうございました．
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