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多発性骨髄腫とは？
多発性骨髄腫は血液がんの一つ

形質細胞という血液の細胞が、がん化した細胞（骨髄腫細胞といいます）に
よって引き起こされる病気です。主に骨髄という血液産生の場で増えます。

骨髄腫細胞がいろいろな症状を引き起こす

骨髄腫細胞が増殖することによって、骨がもろくなったり、正常な血液が作れ
なくなったり、異常なタンパクを作ることによって、様々な症状を引き起こします。



【１】多発性骨髄腫の基礎知識

1. 造血系(血液産生システム)と形質細胞

2. 多発性骨髄腫の原因、疫学

3. 免疫グロブリンとMタンパク

4. 多発性骨髄腫の症状

5. 多発骨髄腫の基礎知識のまとめ



1. 造血系(血液産生システム)と形質細胞

人間の血液細胞は、白血球

(感染症から体を守っている)、赤

血球(酸素を体の中で運搬する)、

血小板(止血を担う)から構成さ

れています。

血液細胞は、骨の中にある骨

髄（図）という場所で、造血幹細

胞という全ての血液細胞になる

ことができる細胞から分化する

ことによって作られています。
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図2.骨髄での造血(模式図)
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1. 造血系(血液産生システム)と形質細胞

・骨髄中では造血幹細胞から白血球を含む
全ての血液細胞を産生しています

・白血球は多くの種類があります

・形質細胞も白血球の一つです

・本来の役割は抗体(免疫グロブリン)産生
です



2. 多発性骨髄腫の原因と疫学

• 形質細胞の異常な(単クローン性)増殖により起こります。

• 直接的な発症原因はわかっていません。

• 骨に原発する悪性腫瘍では最も多い（約40%）。

• 診断時の年齢中央値は74歳で、80歳以上の高齢者が30%程度を占めます。

• 発症のリスク因子としては、放射線の被曝歴、特定の化学物質にさらされた

経験があることなどが報告されています。



3. 免疫グロブリン(抗体)とMタンパク

・正常な形質細胞は、たくさんの種類
の免疫グロブリンを産生できます(図
右側)

・免疫グロブリンは、重鎖(A、D、G、E、
Mの5種類)と軽鎖(κ、λの2種類)の
組み合わせで構成されます

・しかし、骨髄腫細胞は異常に増殖
(単クローン性)してしまうため、単一
の重鎖および軽鎖を大量に産生(Mタ
ンパク)しています(図 左側)

図. 免疫グロブリンとMタンパク
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4. 多発性骨髄腫の症状

骨髄で増殖

異常産生

破骨細胞活性化

C : 高カルシウム血症
R : 腎障害
A : 貧血
B : 骨病変

代表的な症状の頭文字

CRAB



5.多発性骨髄腫の基礎知識のまとめ

多発性骨髄腫は、血液がんの一つで、白血球の一つである形質細胞ががん
化したもので、主に骨の中（骨髄）で異常に増殖したものです。

正常の形質細胞は、抗体を産生しますが、形質細胞ががん化した骨髄腫細
胞は、Mタンパクという異常な（できそこないの）抗体(タンパク)を産生します。

多発性骨髄腫による代表的な症状は、その頭文字をとってCRAB(高カルシウ
ム血症、腎不全、貧血、骨病変)と言われていますが、その他にも多彩な症状
を呈します。時に無症状の時もあります。



【２】多発性骨髄腫の診断と検査

1. 診察

2. 検査

3. 多発性骨髄腫の診断基準

4. 骨髄腫の病期(ステージ)

5. 診断と検査のまとめ



1. 診察

 病歴の聴取： 医師や看護師が、あなたのお困りの症状
(息切れや感染症等)について、質問をします。

 身体の診察： 骨髄腫に関連する症状（貧血や骨折の有無
等）について診察して確認します。

 病歴や身体診察に基づいて患者さんに必要な検査を行い
ます。



2. 検査(診断およびステージ目的)

• 血液検査
• 総蛋白(TP)高値 アルブミン(Alb)低値
• IgGなどの免疫グロブリンの異常
• 蛋白電気泳動および免疫固定法

(Mタンパクの同定および分類)
• 貧血、腎障害、高カルシウム血症
• 免疫グロブリン遊離L鎖(フリーライトチェーン)

• 尿検査
• 蛋白尿 Mタンパク増加 蛋白電気泳動



2. 検査(診断およびステージ目的)

• 骨髄検査
• 形質細胞の異常増加 (10％以上)

• 表面抗原や染色体異常の検査

(骨髄顕微鏡写真 赤丸は異常形質細胞の一例)

骨髄検査のイメージ図

http://jsp.umin.ac.jp/corepictures2007/01/c07/large/004.jpg


2. 検査(診断およびステージ目的)
骨病変の有無を調べるために、X線を使った検査（レントゲン、CT）、磁気を使った検査

（MRI）を行うことがあります。最近では、FDG-PET検査も有用であることが報告されてい
ます。

X線検査における
打ち抜き像（punched-out lesion） MRI検査における

圧迫骨折の所見



3. 多発性骨髄腫の診断 MGUSを経て多発性骨髄腫になるまで



3. 多発性骨髄腫の診断
タイプ M蛋白 骨髄中の骨髄

腫細胞
特徴

意義不明の
単クローン
性ガンマグ
ロブリン血
症
(MGUS)

M蛋白型 血清3g/dL未満 10 %未満 少量のM蛋白がみ
られるが、症状は
ない。多発性骨髄
腫に進行する可能
性がある。

軽鎖型 血清遊離軽鎖の異常
尿中M蛋白500mg/日
未満

10%未満

くすぶり型(無症候性)
多発性骨髄腫

血清3g/dL以上、
または尿500mg/日以
上

10～60％ 骨髄腫診断事象(貧
血等)はないが
MGUSよりM蛋白や
骨髄腫細胞が多い。
多発性骨髄腫に進
行する可能性があ
る。

(症候性)多発性骨髄腫 有無は問わない 10％以上、また
は骨もしくは髄
外に形質細胞腫
がある

左記の条件を満た
し、かつ骨髄腫診
断事象のうち1項目
以上を満たす。

国際骨髄腫作業部会(IMWG)の診断基準
を用いて診断します

※一部病型を省略し、簡略化しています



4. 多発性骨髄腫の病期(ステージ)

R-ISS Ⅰ

R-ISS Ⅱ

R-ISS Ⅲ

これまでは国際病期分類(ISS)を使用していましたが、最近では改
訂国際病期分類(R-ISS)を使用するようになっています



5. 診断と検査のまとめ

骨髄腫の診断、病期決定に必要な検査

血算（各血球の数、白血球の分画）
血液生化学検査：

尿素窒素, クレアチニン, 電解質（Na, K, Ca）
LDH
β2マイクログロブリン
血清タンパク電気泳動

免疫学的検査:
免疫グロブリン, 免疫グロブリン遊離L鎖, λ/κ比
免疫固定電気泳動

尿検査：
尿蛋白定量
免疫固定電気泳動

骨髄検査：
骨髄生検, 骨髄穿刺
フローサイトメトリー、免疫染色
染色体検査、 遺伝子検査



【３】多発性骨髄腫の治療

1. 治療の概略

2. 主な治療薬(治療法)について

3. 多発性骨髄腫の治療まとめ



1. 治療の概略

• 治療の対象となるのは症候性(症状がある)の多発性骨髄腫です

• 初期治療は、年齢や重要臓器機能などを考慮した治療方針が推
奨されています

• 65歳未満(65歳以上70歳未満でも臓器機能が良好で全身状態が
良い方も含む)の初期治療には、自家末梢血幹細胞移植を伴う大
量化学療法が推奨されています

• 65歳以上もしくは合併症がある方は、移植を行わず、2-3剤併用化
学療法が推奨されています



症候性骨髄腫の診断

大量化学療法の適応 大量化学療法の非適応

推奨される2〜3剤併用化学
療法を3〜6コース

末梢血幹細胞採取
（G-CSF単独もしくは
エンドキサン併用）

大量化学療法併用自家末梢
血幹細胞移植療法

地固め療法、維持療法

研究的治療または緩和医療

再発・進行

治療抵抗性寛解を維持

推奨される2〜3剤併用化学療
法を8〜9コース

寛解を維持

経過観察または維持療法

再発・進行

新規薬剤による救援化学療法

再発・進行

進行

症候性骨髄腫の治療アルゴリズム



1. 治療の概略

1962 1983 1986 1996 1999 2003

ビスホスホネート

経口メルファラン＋
プレドニゾロン

VAD療法

大量デキサメサゾン
療法

自家末梢血移植併用
大量化学療法

大量メルファラン療法

1984

サリドマイド

治療の進化の歴史 特に2000年以降は多数の新薬が登場しています

ベルケイド

レブラミド

2006

ポマリスト

2015

カイプロリス

2016

ダラザレックス

2017

ニンラーロ

エムプリシティ

2000年以降



1. 治療の概略

Kumar SK, et al. Blood. 2008;111:2516-2520.

新規薬剤の開発と共に治療成績も向上しています

近年になるほど
治療成績が向上



2. 主な治療薬(治療法)について

• デキサメサゾン

• 免疫調整薬（IMiDs）

• プロテアソーム阻害剤

• HDAC阻害剤

• 抗体製剤

• 抗がん剤

• 放射線治療

• 自己末梢血幹細胞移植

• 同種移植

左記の1又は2剤

+

デキサメサゾン

という組み合わせが多い



2. 主な治療薬(治療法)について

サレド® Thaled® レブラミド® ポマリスト

®（サリドマイド

Revlimid®

（レナリドミド
Lenalidomide）Thalidomide）

Pomalyst®

（ポマリドミド
Pomalidomide）

免疫調節薬(Immunomodulatory drugs；IMiDs)

※各社HPから転用

骨髄腫細胞に対する直接的な作用の他、多彩な作用があります

代表的な副作用 眠気、血栓症、骨髄抑制(血球減少) 、
末梢神経障害、皮疹



2. 主な治療薬(治療法)について

カイプロリス®Kyprolis®
（カルフィルゾミブ

Carfilzomib）

ベルケイド® Velcade®
（ボルテゾミブ

Bortezomib）

ニンラーロ® Ninlaro®
（イクサゾミブ

Ixazomib）

※皮下注又
は静注 ※点滴静注

・末梢神経障害

・便秘

・心機能障害

・肝機能障害

・下痢

・薬疹

プロテアソーム阻害薬
(プロテアソームという酵素を阻害し、アポトーシスを誘導します)

※各社HPから転用

※内服

主な
副作用



2. 主な治療薬(治療法)について

• ダラザレックス®（ 抗CD38モノクローナル抗体）

・骨髄腫細胞のほとんどに発現しているCD38を標的としています

・補体依存性細胞障害(CDC)活性、抗体依存性細胞障害(ADCC)活性、

抗体依存性細胞貪食(ADCP)活性等を介して抗腫瘍効果を発揮します

・ベルケイドやレブラミドとの併用により相乗効果があります

・承認当初は再発・難治性の方が対象でしたが、

2019年から初発の方に対しても適応が拡大されました

・代表的な副作用にinfusion reaction(輸注時反応)があります

抗体製剤
(がん細胞の表面の特定の抗原を狙い撃ちします)

※各社HPから転用



2. 主な治療薬(治療法)について

• エムプリシティ®（ 抗SLAMF7モノクローナル抗体）

・骨髄腫細胞やNK細胞に発現しているSLAMF7を標的としています

・骨髄腫細胞表面のSLAMF7 に結合することで

NK細胞の抗体依存性細胞傷害（ADCC）活性を誘導します

・一方，NK細胞上のSLAMF7と結合することで、

NK細胞を活性化すると考えられています

・レブラミド+デキサメサゾンに上乗せ効果が期待できます

・2019年からポマリストとの併用 に対しても適応が拡大されました

抗体製剤
(がん細胞の表面の特定の抗原を狙い撃ちします)

※各社HPから転用



2. 主な治療薬(治療法)について

• 抗がん剤を大量に投与することで、抗腫瘍効果を通常の化学療法より高
めます

• 抗がん剤を大量に使用することで生じる血液毒性(血球が減少すること) 
を緩和するため、抗がん剤投与後に自分の造血幹細胞を移植します

• 事前にG-CSF(好中球増加を促す注射剤)単独もしくは抗がん剤投与後の

血球回復期において事前に自分の造血幹細胞を採取しておく必要があり
ます

• 効率的に採取を行う目的で2017年CXCR4受容体拮抗薬であるモゾビル
®(プレリキサホル)が承認されました

• 自家移植についてより詳しく知りたい方は、当科HP「造血幹細胞移植」を
ご覧ください

自家末梢血幹細胞移植併用大量化学療法



2. 主な治療薬(治療法)について

• 骨病変に対しては、コルセット等の保存的な治療のほか、骨吸収を抑
制する作用のあるゾメタ(ビスフォスフォネート製剤)、ランマーク(抗
RANKL抗体)を定期的に投与します

• 高カルシウム血症に対しては、生理食塩水による脱水の補正及びゾメ
タ、エルカトニンを投与します

• 貧血に対しては適宜、輸血療法を行います

• 感染症にかかりやすくなるので、手洗いやうがいなどの感染症予防対
策が重要です。感染症を合併した場合は、必要に応じて抗生物質の投
与を行います

補助的治療と支持療法



臨床試験、新しい薬についての情報

浜の町病院では、九州大学や他の医療機関と共同で、多発性骨髄腫の新しい

治療法の開発のための臨床試験に取り組んでいます。詳しくお知りになりたい

かたは、主治医に相談の上、当院までお問い合わせください。

2. 主な治療薬(治療法)について



3. 多発性骨髄腫の治療まとめ

 治療の対象となるのは症候性多発性骨髄腫の方です

 年齢や重要臓器機能を考慮して、自家末梢血幹細胞移植併用大量化学療

法の適応を判断します

 自家移植の適応に応じて治療方針が異なります

 2000年以降になり、複数の新規薬剤が使用可能となっており、治療の成績

が向上しています

 支持療法（骨病変に対する治療、輸血、抗生物質）など適宜行います



【４】治療の実際

1. 症状のない（くすぶり型、無症候性）多発性骨髄腫

2. 症状のある（症候性）多発性骨髄腫

3. 孤発性形質細胞腫

4. 再発、治療抵抗性の多発性骨髄腫

5. 最近承認を受けた治療法の紹介



1. 症状のない骨髄腫
（くすぶり型、無症候性骨髄腫）

無症候性骨髄腫の診断

3〜6ヶ月ごとに経過観察

経過観察する項目
 血清免疫グロブリン、Mタンパク定量
 血算
 BUN、クレアチニン、血清カルシウム
 骨髄穿刺(必要時) など

症候性骨髄腫に進展

治療を開始していきます

・左図のように、症状のない骨髄腫の
場合、注意深く経過観察を行います。

・3〜6ヶ月ごとに血液検査等で症候性
骨髄腫に進行していないことを確認し
ます

・進行していると診断した場合には、
症候性骨髄腫として治療を開始します

この段階ではまだ治療は開始しません

無症候性骨髄腫の治療の流れ



2. 症状のある骨髄腫（症候性骨髄腫）

・治療開始前に全身状態を評価して、自家末梢血幹細胞移植併用大量化学療
法の適応について、患者さんと話し合いながら判断を行っていきます

・大量化学療法の適応により初期治療の流れが異なります

・国際骨髄腫作業部会(IMWG)の治療効果判定(2016年)に基づいて治療評価
を行います

・近年の検査技術の発達により、多発性骨髄腫においても微小残存病変
(MRD)という概念が出てきており、これからより詳細な病状の評価が可能
になってくることが見込まれます

・症状のある骨髄腫の治療の流れを次スライドで示します



末梢血幹細胞採取
（G-CSF単独もしくは
エンドキサン併用）

症候性骨髄腫の診断

大量化学療法の適応 大量化学療法の非適応

推奨される2〜3剤併用化学
療法を3〜6コース

大量化学療法併用自家末梢
血幹細胞移植療法

地固め療法、維持療法

研究的治療または緩和医療

再発・進行

治療抵抗性寛解を維持

推奨される2〜3剤併用化学療
法を8〜9コース

寛解を維持

経過観察または維持療法

再発・進行

新規薬剤による救援化学療法

再発・進行

進行

モゾビル＋G-CSF
という選択肢も

症候性骨髄腫の治療の流れ



参考 治療効果判定基準

IMWG 微少残存病変(MRD)評価基準(完全寛解の基準を満たしていること）

持続的MRD陰性 骨髄で、少なくとも1年MRD陰性が次世代フロー法、次世代シークエンス法、画像検査等で観察されること

MRD陰性（フロー法） 標準化された次世代フロー法による骨髄液の表面マーカーの解析によってクローナルな形質細胞が検出さ
れないこと。

MRD陰性（シークエンス法） 次世代シークエンス法による骨髄液のDNAの解析で、クローンの存在が105に1個の検出感度で検出されな
いこと

画像評価かつMRD陰性 次世代シークエンス法および次世代フロー法に加えてPET/CTなどで評価した陽性病変が消失

IMWG 標準的効果判定基準

sCR（厳密完全寛解） 完全寛解に加えて、遊離軽鎖（FLC）比が正常かつ骨髄生検の免疫染色によって、100個以上の形質細胞で
κ/λ比が4:1以下（κ陽性の患者）または1:2以上（λ陽性の患者）を満たすこと

CR（完全寛解） 血清及び尿の免疫固定法でMタンパクが消失し、骨髄中の形質細胞が5%未満で、すべての形質細胞腫が
消失すること

VGPR (非常に良い部分寛
解)

血清及び尿の免疫固定法でMタンパクは検出されるが、タンパク電気泳動法では検出されないまたは、尿中
のMタンパクが100mg/日未満で血清Mタンパクの減少率が90%以上のとき

PR (部分寛解) 血清Mタンパクが50%以上減少し、24時間の尿中Mタンパクが90%以上減少または200mg/日未満。血清Mタ
ンパクが測定できない場合は、M タンパク評価基準の代わりに、FLC比で50%以上の減少が必要である。血
清、尿Mタンパク、FLCが測定できないとき、骨髄液の検査で、治療開始前の形質細胞比率が30%以上あり、
形質細胞が50%以上減少したとき。それらに加えて、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。

国際骨髄腫作業部会(IMWG) 2016
年



治療効果判定基準つづき

MR (小効果) 血清Mタンパクが25%以上であるが50%以下の減少、24時間の尿中Mタンパクが50〜89%の減少。その基準に
加えて、初診時に軟部組織に形質細胞腫がある場合は、形質細胞腫の縮小が50%以下。

SD (病勢の安定) 治療効果が、sCR、CR、VGPR、MR、PDに該当しない場合

PD (病状進行) 次の基準を一つでも満たすもの
次の少なくとも一つの検査データが最も低いときから、25%以上の増加を呈しているもの

血清Mタンパク（絶対値が少なくとも0.5g/dl以上であること）
最も低いMタンパク成分が5g/dl以上の場合は、血清Mタンパクの増加が1g/dl以上の増加
尿中のMタンパク（絶対値が200mg/24時間以上）
Mタンパクが血清、尿中いずれも測定できない場合は、 FLC比で判断する（絶対値は10mg/dl
以上のとき）
血清、尿Mタンパク、FLC比が測定できないときは、骨髄液中の形質細胞の割合（絶対値が
10%以上のとき）

新規病変の出現、一つを超える領域で、最も小さいときから50%以上の増大、または短径が
１cmを超える病変で、長径が50%以上の増大、もし、測定可能な病変が末梢血の形質細胞数
のみの場合は、末梢血液中の形質細胞の50%増加（200個/μl以上で）

臨床的再発 次の基準を一つでも満たすもの
クローン性の形質細胞の増加に関連する病気 または臓器障害（クラブ症状）の進行による直接的な指標
新しい軟部組織の形質細胞腫の出現、新規骨病変の出現（骨粗鬆症は含めない）
既存の形質細胞腫や骨病変の50%以上（かつ1cm以上）の増大
高カルシウム血症（11mg/dl）
2g/dl以上のヘモグロビン値の低下（治療に関連するものは含めない）
2 mg/dl以上のクレアチン値の増加（治療開始時点から骨髄腫が原因のもの）
血清のMタンパクに関連する過粘稠度症候群

CRからの再発 次の基準を一つでも満たすもの
免疫固定法で血清または尿中Mタンパクの再出現
骨髄で形質細胞が5％以上となる
何らかの進行の所見（新しい形質細胞腫、溶骨性病変、高カルシウム血症など）

MRD陰性からの
再発

次の基準を一つでも満たすもの
MRD陰性の状態ではなくなること
骨髄でクローン性の形質細胞が5％以上となる
何らかの進行の所見（新しい形質細胞腫、溶骨性病変、高カルシウム血症など）

国際骨髄腫作業部会(IMWG) 2016年



2. 症状のある骨髄腫（症候性骨髄腫）
(移植適応の場合)

• VRD(BRD)療法 : ベルケイド® /レブラミド® /デキサメタゾン

• VCD(BCD)療法 : ベルケイド® /エンドキサン® / デキサメタゾン

• KRD療法 : カイプロリス® / レブラミド®  /デキサメタゾン

• IRD療法 : ニンラーロ® / レブラミド® / デキサメタゾン

（全米総合がん情報ネットワーク 骨髄腫ガイドライン 2020年度版から）

優先されるレジメン(組み合わせ)

その他の推奨されるレジメン(組み合わせ)



• VRD(BRD)療法 : ベルケイド® /レブラミド® /デキサメタゾン

• DRd(DLd)療法 : ダラザレックス® / レブラミド® /デキサメタゾン

• Rd(Ld)療法 : レブラミド® /低用量デキサメタゾン

• VCD(BCD)療法 : ベルケイド® /エンドキサン® / デキサメタゾン

• KRD療法、IRD療法、DVMP療法

2. 症状のある骨髄腫（症候性骨髄腫）
(移植非適応の場合)

優先されるレジメン(組み合わせ)

その他の推奨されるレジメン(組み合わせ)



ベルケイド® /レブラミド® /デキサメタゾン療法（VRD療法）21日毎

移植適応の初期導入化学療法の例

薬品名 量 投与法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ボルテゾミブ
(商品名：ベルケイド）

体表面積あ
たり1.3mg

皮下注射 ▼ ▼ ▼ ▼

レナリドマイド
(商品名：レブラミドカプ
セル）

25mg 内服 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

デキサメタゾン
(商品名：レナデックス）

40mg 内服 ▼ ▼ ▼ ▼

ベルケイドを1日目、4日目、8日目、11日目に皮下注射、

レブラミドカプセル を1日1回14日間内服、

レナデックス 40mgを1日目、4日目、8日目、11日目に内服する

2. 症状のある骨髄腫（症候性骨髄腫)



移植非適応症例に対する推奨される初期導入化学療法の例

レブラミド® /デキサメタゾン療法（Rd療法） 28日毎

薬品名 量 投与法 1 ・・・ 8 ・・・ 15 ・・・ 21 22

レナリドマイド
(商品名：レブラミドカプセル）

25mg
1日１回内
服

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

デキサメタゾン
(商品名：レナデックス）

40mg
1日１回内
服

▼ ▼ ▼ ▼

レブラミドカプセル 25mgを1日1回21日間内服し、
レナデックス 40mgを1日目、8日目、15日目、22日目に内服する

2. 症状のある骨髄腫（症候性骨髄腫)



3. 孤立性形質細胞腫

孤立性形質細胞腫
の診断

40-50 Gyの
放射線治療

±手術

経過観察
(3-6ヶ月毎)

再度病期診断

症候性骨髄腫
の治療方針
沿って治療

孤立性形質細胞腫の治療の流れ

・骨や軟部組織(消化管、気道等)に腫瘤を形成する多発性骨髄腫の類縁疾患

・骨の孤立性形質細胞腫は多発性骨髄腫に進展しやすい

・治療法は放射線治療と外科的切除が主に行われる

(骨や軟部組織に腫瘤を形成し、骨髄の病変はなく、臓器障害もないタイプ)

再発、再燃



4. 再発、治療抵抗性の多発性骨髄腫

• どの時期に再発・治療抵抗性となったか、予後不良な染色体の有無、
合併症、全身状態を総合的に判断して治療方針を決定します

• 初期治療が奏功した期間が一定以上(目安 6ヶ月程度)あれば、初期
治療と同一の治療を行うことがあります

• 初期治療が奏功しなかったり、奏功期間が６ヶ月未満での再発の場合
では、新規薬剤を用いた救援化学療法を行うことになります

• 65歳以下で、全身状態が良ければ、自家末梢血幹細胞移植併用大量
化学療法を検討します(自家移植後の再移植も含む)

• 治療の流れ、レジメン(組み合わせ)を次スライドに示します



骨髄腫の再発、進行

大量化学療法の適応 大量化学療法の非適応

自己末梢血幹細胞移植療法
または
骨髄腫で行われる救援化学療法
または
新規薬剤による化学療法
（臨床試験含む）

骨髄腫で行われる救援化学療法
または
新規薬剤による化学療法
（臨床試験含む）

進行

救援化学療法
または
新規薬剤による化学療法
（臨床試験含む）
または
同種造血幹細胞移植療法

進行

緩和医療
進行

再発、治療抵抗性骨髄腫の治療の流れ



4. 再発、治療抵抗性の多発性骨髄腫

• VRD(BRD)療法 : ベルケイド® /レブラミド® /デキサメタゾン

• KD療法 : カイプロリス® / デキサメタゾン

• KRD療法 : カイプロリス® /レブラミド® / デキサメタゾン

• DBd療法 : ダラザレックス® / ベルケイド® / デキサメタゾン

• DRd(DLd)療法 : ダラザレックス® / レブラミド® / デキサメタゾン

• ELd療法 : エムプリシティ® / レブラミド® / デキサメタゾン

• IRD療法 : ニンラーロ® / レブラミド® / デキサメタゾン

優先されるレジメン(組み合わせ)



救援化学療法の一例

カイプロリス® /レブラミド® /デキサメタゾン療法（KRd療法）

薬品名 量 投与法 1 2 ・・・ 8 9 ・・・ 15 16 ・・・ 21 22

カルフィルゾミブ
(商品名：カイプロリス）

体表面積あたり
20mg(１サイクル目

の1,2日目）
27mg(１サイクル目
の8,9,15,16日目以

降）

点滴静注 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

レナリドマイド
(商品名：レブラミドカ
プセル）

25mg 1日１回内服 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

デキサメタゾン
(商品名：レナデック
ス）

40mg 1日１回内服 ▼ ▼ ▼ ▼

カイプロリスを体表面積あたり20mgを1サイクル目の1日目、2日目、27mgを8日目、9日目、
15日目、16日目に点滴静注する。2サイクル目以降は体表面積あたり27mを1日目、2日
目、8日目、9日目、15日目、16日目に点滴静注する。レブラミドカプセル 25mgを1日1回21
日間内服、レナデックス 40mgを1日目、8日目、15日目、22日目に内服する。これを28日
ごとに繰り返す。

4. 再発、治療抵抗性の多発性骨髄腫



5. 最近承認を受けた治療法の紹介

• 対象 移植非適応の未治療者

• DRd療法 対 Rd療法

• 評価項目 PFS(病状の増悪がみられ

ない期間)

• 70.6%(DRd療法)対 55.6%(Rd療

法)(30ヶ月時点)

• CR率もDRd群が優れていた

• このような結果を受けて、再発・難治

限定から未治療にも適応が拡大され

た

DRd療法(ダラザレックス®/レブラミド® /デキサメタゾン)

DRd群

Rd群

（ N Engl J Med, 380(22), 2104-15. 2019)



5. 最近承認を受けた治療法の紹介

• 対象 再発または治療抵抗性(レナリ

ドミドおよびプロテアソーム阻害薬不

応)

• EPd療法 対 Pd療法

• 評価項目 PFS(病状の増悪がみられ

ない期間)

• 10.3ヶ月(EPd療法)対 4.7ヶ月(Pd療

法)(PFS中央値)

• 治療反応性もEPd群が優れていた

• このような結果を受けて、日本でも

適応拡大となった

EPd療法(エムプリシティ®/ポマリスト® /デキサメタゾン)

EPd群

Pd群

（ N Engl J Med, 379(19), 1811-22. 2018)



さいごに

 多発性骨髄腫はここ数年で新規治療薬が続々と開発され、治療成績も年々

向上しています

 骨髄腫が疑われたら、血液疾患に習熟した病院、医師のもとで、適切な検

査・治療を受けることが大切です

 治療薬、レジメン(組み合わせ)について紹介しましたが、実際の治療は、そ

れぞれの状態によって判断されるので、個々で異なります

 不明な点がありましたら、当院血液内科にいつでもご相談ください


