
 

主論文の要旨 

 

 

 

SPIB is a novel prognostic factor in diffuse large 
B-cell lymphoma that mediates apoptosis via the 

PI3K-AKT pathway 
 

びまん性大細胞型B細胞リンパ腫において、SPIBはPI3K-AKT経路を

介しアポトーシスを調節する新規予後因子である 
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【背景】 

 びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫（DLBCL）の治療成績は大きく向上したが、依

然として治療抵抗性例の予後は不良である。更なる治療成績の向上のためには、治療

前に患者を層別化し 適な治療を選択することが重要である。 

 SPIB は Ets family に属する転写因子で、B 細胞分化に重要な役割を果たしている

ことが知られている。SPIB 過剰発現が、成熟 B 細胞の形質細胞への分化を抑制し、

activated B-cell（ABC）型 DLBCL の発症に関与する可能性が指摘され、MYC/BCL2

共発現リンパ腫において SPIB が高発現していることが報告されている。これらの知

見からは、SPIB が B 細胞リンパ腫の病態に深く関与している可能性が示唆される。 

 

【目的】 

 DLBCL における SPIB 発現の臨床的および生物学的意義について検討し、予後因

子としての役割を明らかにする。 

 

【方法】  

 2006 年から 2013 年の間に名古屋大学医学部附属病院で初発 DLBCL と診断された

134 例を対象に、病理組織における SPIB 発現を免疫染色にて評価した。SPIB 発現

の有無と患者の背景因子、治療反応性および予後との関連について後方視的に検討し

た。また、DLBCL 細胞株に SPIB 発現ベクターを導入し、SPIB 強制発現が細胞増殖

能や抗腫瘍薬感受性などに与える影響について検討した。 

 

【結果】 

 DLBCL 134 例中 SPIB 発現陽性例は 26 例（19%）、陰性例は 108 例（81％）であ

った。Hans 分類における germinal center B-cell（GCB）型/non-GCB 型の分類が可

能であった 132 例においては、GCB 型 47 例中 12 例（26%）、non-GCB 型 85 例中

14 例（16%）において、SPIB 発現が陽性であった。患者背景を Table 1 に示す。 

 症例全体の完全奏効（CR）割合は、SPIB 発現陽性群で 50％、陰性群で 86％（p<0.001）

と SPIB 発現陽性群で有意に不良であった。また、GCB 型における CR 割合も、SPIB

発現陽性群で 25%、陰性群で 85%（p<0.001）と SPIB 発現陽性群で有意に不良であ

った。non-GCB 型においては、両群間で有意な差が認められなかった。 

 生存者の追跡期間中央値 39 ヶ月における、症例全体の 3 年 PFS は SPIB 発現陽性

群で 38％、陰性群で 74%（p<0.001）、3 年 OS は SPIB 発現陽性群で 59%、陰性群

で 79%（p=0.024）と、SPIB 発現陽性群で有意に不良であった（Fig.2 (a), (b)）。ま

た、GCB 型の 3 年 PFS は SPIB 発現陽性群で 17%、陰性群で 75%（p<0.001）、3 年

OS は SPIB 発現陽性群で 22%、陰性群で 85%（p=0.002）と症例全体と同様に SPIB

発現陽性群で有意に不良であった（Fig.2 (c), (d)）。一方、non-GCB 型の 3 年 PFS は

SPIB発現陽性群で 56%、陰性群で 75%（p=0.201）、3年 OSは SPIB発現陽性群で 88%、

陰性群で 77%（p=0.682）と、両群間で有意な差が認められなかった（Fig.2 (e), (f)）。 
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 PFS、OS に対する多変量解析では、SPIB 発現は症例全体および GCB 型における

独立した予後不良因子として抽出されたが、non-GCB 型においては独立した予後不

良因子として抽出されなかった（Table 2）。 

 SPIB 発現が、DLBCL、特に GCB 型 DLBCL における予後不良因子として抽出さ

れたため、背景にある生物学的意義について検討した。内因性 SPIB 低発現で GCB

型 DLBCL の形質を持つ SU-DHL4 細胞株に SPIB 発現ベクターを導入し、SPIB 強

制発現株を作成した（Fig.3）。 

 SPIB 強制発現株と MOCK 細胞株との比較では、MOCK 細胞株の方が増殖は速か

ったが、細胞周期には差が認められなかった（Fig.4 (a), (b)）。CHOP 療法を構成す

る抗腫瘍薬に対する感受性については両細胞株間で差が認められなかったが、SPIB

強制発現株は MOCK 細胞株と比較して BH3 mimetic である ABT-263 に対し治療抵

抗性を示した（Fig.4 (c)）。ABT-263 の 50%増殖阻害濃度（GI50）は、MOCK 細胞

株では 0.50 μM であったのに対し、SPIB 強制発現株では 3.73 μM と有意に高値を示

した（p=0.015）（Fig.4 (d)）。 

 次に、ABT-263 存在下におけるアポトーシス関連蛋白の発現を評価したところ、

SPIB 強制発現株では MOCK 細胞株と比較して、抗アポトーシス蛋白である MCL1

の発現が維持され、アポトーシス促進蛋白である NOXA の誘導が抑制されていた。

MCL1 に関連するシグナル伝達経路を評価すると、SPIB 強制発現株では、リン酸化

AKT（pAKT）の発現を認め、AKT 経路の持続的な活性化が確認された。さらに、AKT

経路の下流に存在するアポトーシス促進蛋白である BAD がリン酸化され、不活化さ

れていることが確認された（Fig.4 (e)）。以上より、SPIB 発現が AKT 経路を介して

抗アポトーシス作用に関与している可能性が示唆された。 

 後に、AKT に関連するシグナル伝達経路を阻害する ibrutinib、 idelalisib、

LY294002 の各薬剤と ABT-263 との併用効果を確認したところ、SPIB 強制発現株に

対して相乗効果を示すことが確認された（Fig.5 (a), (b)）。各薬剤と ABT-263 の併用

時においては、pAKT および pERK が減少し、MCL1 の分解及び NOXA の発現が誘

導されていた（Fig.5 (c)）。以上より、SPIB 強制発現株においては、MCL1 の上流

に存在する pAKT 及び pERK を阻害することにより、ABT-263 に対する感受性が回

復することが示された。これらの結果より、SPIB 高発現のリンパ腫細胞において AKT

が治療標的となる可能性が示唆された。 

 

【考察】 

 DLBCL134 例の検討では、SPIB 発現は、症例全体および GCB 型における OS、

PFS に対する独立した予後不良因子として抽出され、SPIB 発現が DLBCL の新たな

予後因子となる可能性が示された。 

 SPIB は、その強制発現株を用いた検討において、AKT-BAD 経路を介して抗アポ

トーシス作用に関与し、この作用は pAKT を阻害することで克服された。これらの結

果は、AKT 経路の調節に関わる SPIB の新しい機能を示している。SPIB 発現は、GCB
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型 DLBCL および ABC 型 DLBCL の両者において、その病態に関与している可能性

がある（Fig.5 (d)）。 

 SPIB 発現は、PI3K-AKT 経路阻害薬を用いた治療薬を選択する上で有用な代替マ

ーカーとなる可能性がある。 

 

【結論】 

(1) SPIB 発現は DLBCL における新たな予後不良因子となる可能性が示された。  

(2) SPIB 発現が AKT 経路を介した抗アポトーシス作用により治療抵抗性に関与して

いる可能性がある。 

(3) SPIB による抗アポトーシス作用は AKT 阻害により克服可能であり、SPIB 高発現

の DLBCL において AKT がその治療標的となる可能性が示された。 
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