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学位論文審査の要旨 

   博士の専攻分野の名称   博士（医 学）   氏 名 下埜 城嗣 

 

             主査 教授 佐藤 典宏 

      審査担当者  副査 教授 松野 吉宏  

             副査 教授 橋野 聡  

             副査 教授 田中 伸哉  

 

学 位 論 文 題 名 

脾臓原発びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫の臨床病理学的検討に関する研究 
 

(Clinicopathological studies of primary splenic diffuse large B-cell lymphoma) 
現在まで primary splenic B-cell lymphoma の組織型頻度や臨床病理学的な特徴について、十分

な検討はなされてこなかった。そこで申請者は primary splenic B-cell lymphoma160 例の組織

型頻度を検討し、最も多い組織型であった Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)(primary 

splenic DLBCL)に着目した。臨床病理学的観点からコントロール DLBCL(Primary splenic DLBCL

以外の DLBCL 症例)との比較検討を行い、primary splenic DLBCL は control DLBCL に比べて特に

HCV 感染の割合が高い(P=0.002)ことがわかった。そこで primary splenic DLBCL とそれ以外の

DLBCL(初発病変部位が脾臓ではない DLBCL。以下、DLBCL without primary splenic)においてそ

れぞれ HCV antibody positive・negative に分け、比較検討をおこなったところ、HCV antibody 

positive primary splenic DLBCL の cell of origin は GCB type が多いことがわかった。これ

に対し、HCV antibody positive DLBCL without primary splenic においては non GCB type が多

く、両者の分子病態は全く異なる可能性を示すことができた。さらに、HCV antibody positive 

DLBCL（HCV antibody positive primary splenic DLBCL と HCV antibody positive DLBCL without 

primary splenic）において HCV が直接的に腫瘍 B 細胞内に感染し、腫瘍形成に関わる可能性を

検討するため HCV-RNA in situ hybridization (ISH), HCV RT-PCR, NS3 の免疫染色を行い、一

部の症例においては、リンパ腫細胞内に HCV が存在することを証明した。今回の検討から、primary 

splenic DLBCL において、有意差をもって HCV 感染率が高いことを明らかにした。さらに、HCV 

antibody positive primary splenic DLBCL の一部の症例において腫瘍細胞内に HCV が感染して

いることを証明できた。本研究で見出された知見から、HCV は直接 B 細胞に感染し、脾臓への局

在性に関連し、B-cell lymphoma の initiation に関与する可能性が示唆された。 

審査にあたり，まず副査の田中教授から HCV の頻度に関しての質問があり、本例のコホートでは

9.8％が陽性であった(primary splenic DLBCL では 21.8％, コントロール DLBCL では 6.0％)。一

般的には日本における HCV 陽性率は 1－2％であることからコントロール DLBCL においても一般

のコホートに比べて HCV 陽性率が高いことが分かったと回答した。またコントロール DLBCL にお

いても一般のコホートに比べて頻度が多いことについてはコントロール DLBCL の選別にあたり地

域差(主に九州地区)が影響している可能性の有無についての質問があった。既報では HCV 感染は



リンパ腫の発症率が高いことが報告されており、地域差によるものというよりは既報と同様に

HCV感染がB細胞性リンパ腫の発症に何らかの影響を及ぼしているものと考えられると回答した。

NS3 以外の HCV 非構造たんぱく(具体的には NS5a,NS5b など)についても検討したかどうかについ

て質問があった。申請者は今回の研究においては、NS3 以外の非構造たんぱくについては検討し

ておらず、今後さらに検討する必要があると回答した。また、RT-PCR の検討においてポジティブ

コントロール症例の RNA コピー数を勘案して設定したかどうかについて質問があり、申請者は今

回の検討は、HCV に感染した慢性肝炎症例の肝組織を使用したため、定量的な検討はできていな

いと回答した。 

副査の松野教授からは、今回検討した primary splenic DLBCL 以外の primary splenic lymphoma

と HCV 感染との関連の有無について質問があり、申請者は検討した primary splenic lymphoma の

中で、HCV 感染症例が検出されたのは DLBCL のほかに SMZL、FL のみでありそのほかの組織型にお

いて、HCV に感染した症例は 1 例も認めなかった。そのため HCV は、特定の B 細胞性リンパ腫の

組織型の発症に関連する可能性があると回答した。EBV 陽性リンパ腫に関しては、腫瘍細胞に

EBER を検出するものと定義されている。今回の検討において腫瘍細胞に HCV を全例に認めている

わけではないので HCV positive DLBCL, HCV negative DLBCL という表記は誤解を招く恐れがあ

るため HCV associated DLBCL や HCV antibody positive DLBCL という表現のほうが正確である

と指摘された。そのため申請者は、本文中の用語の訂正を行った。 

副査の橋野教授からは primary splenic DLBCL の定義、特に type B(全身リンパ節腫脹を認めず

脾臓病変を有している症例に加えて、肝臓、骨髄、末梢血のいずれかに病変があるもの)について

質問があり、申請者は既報で type B を primary splenic DLBCL として扱っていたことから本検

討もこの定義を使用して検討を行ったと回答した。Primary splenic DLBCL がコントロール DLBCL

に比べて PFS が良好であった原因について脾摘による腫瘍量の減少と免疫賦活化作用が原因では

ないかと本文中に記載しているが今回検討した primary splenic DLBCL は全例脾摘された症例か

についての質問があった。これに対して申請者は、今回の検討においてはほぼ全例において脾摘

がなされていると回答した。学位論文中の悪性リンパ腫の頻度の増加について 2013 年のデータ

を加えるように指摘された。そのため申請者は、本文中に 2013 年のデータを加えた。 

最後に主査の佐藤教授からコントロール症例の選定について質問があり、申請者はコントロール

症例の選定においては、primary splenic DLBCL と同時期に診断された DLBCLを用いて検討した。

しかし、臨床情報も必要であったこと、免疫染色が不十分な症例もあったことからすべての症例

を含めることはできなかったものの複数の施設の DLBCL症例を使用していることから治療法や症

例の選択バイアスの影響は少ないと考えていると回答した。 
審査員一同は、これらの成果を高く評価し、大学院課程における研鑽や取得単位なども併せ、申

請者が博士(医学)の学位を受けるのに充分な資格を有するものと判定した。 

 

 

 

 

 


