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神経芽細胞腫について

神経芽細胞腫は白血病や脳腫瘍についで多い小児がんです。

くわかっていません。おもに神経のある場所から発生するので、副腎あるいは脊柱

に沿った神経節から発生します。

とが多いようです。また、骨・骨髄などに転移しやすい特徴があり、目の周りが腫れたり

青くなったりする特徴があります。

診断

画像診断(CTやMRI)で石灰化

の部分に見られます。その他に画像診断ではシンチグラフィー

同位体を注射して腫瘍の部位に集まると

ころを見る検査、神経芽細胞腫では
131I が使われますが、精度のいい

ぜか保険が通っていません)

の部位の検索に有用です。最近は

電子放射断層撮影) も有用ですが、これま

た保険が通っていません。

画像診断の他にこの腫瘍で

は尿中の VMA(バニリルマンデ

ル酸)や HVA(ホモバニリル酸

が高い値を取りますので診断

に役に立ちます。また血液の

NSE(神経特異エノラーゼ)も高

い値になりますが、100～200

高値であれば間違いないです

が、20 くらいは採血の手技

血)であがることがあるので注

意が必要です。

骨髄の転移の診断は、骨髄穿刺という検査を行い

ます。これは白血病の診断にも行われるのですが、

腸骨の前の部分に針を刺して、見た目は血液と変わ

らない液を吸引する検査です。一般的に局所麻酔で

行います。検査自体は 1～2

最終的な診断は腫瘍の部位を手術で取ることが

必要になります。手術で得られる情報はたくさんありますので
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ればそのほうがいいので)、手術しないで治療をするのは特殊なケースということになりま

す。

予後因子(治りやすさ)

この腫瘍ではいくつかの

治りやすさに関係する因子

があります。ひとつめは年

齢です。なぜか 1 歳未満で

見つかるものは治りやすく

(時に自然に消えてしまうも

のもあります)、1 歳を過ぎ

て見つかったものは治りに

くい傾向があります。次に

病期(病期の進行の程度)が

あげられます。病期は I, IIA,

IIB, III, IVS に分類され、病

期が進むに従って治りにく

くなります。特に遠隔転移

のある病期 IV は、もっとも

治りにくいとされています。

転移部位が骨髄、肝臓に限

られ、原発巣が小さい(病期

I, II に相当する)ものは、転移しているにもかかわらず自然に腫瘍が消失して治ってしまう

特殊な型である場合が多いので、特に病期 IVS に分類して、予後良好な群に分類していま

す。

次にあげられるのは癌遺伝子です。遺伝子というと”遺伝する”という風にとらえがちです

が、われわれ人間(他の動植物もそうですが)の細胞ひとつひとつに遺伝子があります(設計

図のようなものです)。この設計図がおかしくなると細胞は変な風に増殖して癌になってし

まうのです。この病気の場合、N-myc といわれる遺伝子が 10 個以上に増えている場合は治

療成績が極めて悪くなります。逆に腫瘍組織が、Trk-A や、Ha-ras とよばれる遺伝子に対応

する蛋白を作っていると予後が良好といわれています。また、染色体で 1 番目の染色体の

短椀の一部に欠損が見つかると予後不良といわれています。また病理組織で腫瘍細胞が成

熟した、神経節芽腫とよばれる組織型のものは一般に予後良好です。組織分類や年齢等を

組み合わせて予後良好群と不良群に分類した嶋田分類が有名で、予後の予測によく用いら

れます。

神経芽細胞腫国際病期分類(International Neuroblastoma Staging System / INSS)

病期

1 限局性腫瘍で、肉眼的に完全切除。組織学的な腫瘍残存は不問。同側

のリンパ節に組織学的な転移を認めない。(原発腫瘍に接し、一緒に切

除されたリンパ節転移はあってもよい)

2A 限局性腫瘍で、肉眼的に不完全切除。原発腫瘍に接しない同側リンパ

節に組織学的に転移を認めない。

2B 限局性腫瘍で、肉眼的に不完全切除。原発腫瘍に接しない同側リンパ

節に組織学的に転移を認める。対側のリンパ節に転移を認めない。

3 切除不能の片側性腫瘍で、正中線(対側椎体縁)を越えて浸潤。同側の

局所リンパ節の転移は不問。または、片側発生の限局性腫瘍で対側リ

ンパ節転移を認める。または、正中発生の腫瘍で椎体縁を越えた両側

浸潤(切除不能)か、両側リンパ節転移を認める。

4 いかなる原発腫瘍であるかに関わらず、遠隔リンパ節、及び/または、

骨、骨髄、肝、皮膚、他の臓器に播種している。(4S は除く)

4S 限局性腫瘍(病期 1, 2A, 2B)で、播種は皮膚、及び/または、肝、骨髄に

限られる(1 歳未満の患者のみ)。骨髄中の腫瘍細胞は有核細胞の 10%未

満で、それ以上は病期 4 である。MIBG シンチが行われるならば骨髄

への集積は陰性。
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マススクリーニング

以前全国で行われていた生後 6 ヶ月児の神経芽細胞腫マススクリーニングは現在は中止

されています。これは、世界に先駆けて日本で行われていたのですが、尿中の VMA・HVA

を調べて早期に病気を見つけ、早い内に治すと多くの子供たちの命が救えるとのことで始

められました。しかしながら、前にも書きましたように 1 歳前のお子さんに発症したこの

病気は治りやすいことが多いのです。6 ヶ月のマススクリーニングで見つかったこの病気の

お子さんたちの中で、どれくらいが自然に治るものなのか、どれくらいが命を奪うほど悪

いものなのか誰もわかりませんでした。この検査で、命を助けられたお子さんも多数いた

はずですが、やらなくて良かった手術を受けたお子さんも多数いたはずです。この議論は

平行線をたどったまま結論が出ませんでした。結論が出ないまま、行政主導で中止になり

ました。現在は札幌市などいくつかの自治体で、1 歳以降のマススクリーニングを行ってい

ます。この結果が期待されるところです。

治療

神経芽細胞腫のような、いわゆる固形がんの治療は手術・抗癌剤による治療・放射線療

法による 3 本柱が重要です。もちろん限局した神経芽腫と、進行したものやたちの悪いも

のでは治療方針が全く異なります。性質のおとなしい腫瘍の場合には、手術だけで治療を

終了することもありますし、化学療法だけで治癒する例もあります。逆に、進行した例や

性質の悪い神経芽腫では、3 つの治療を組み合わせて強い化学療法を長い期間行わなければ

なりません。普通の化学療法では治癒が期待できないので、骨髄移植を用いた超大量化学

療法が必要になる場合もあります。副作用もかなり強くなりますが、性質の悪い神経芽腫

は、どうしてもこれくらいの化学療法を行わないと、救命が難しいのが現状です。

手術について

神経芽細胞腫では診断のために、あるいは腫瘍を取り除くために手術が必要になります。

診断のために腫瘍の一部を取ってくる手術を生検と呼びます。腫瘍が取りやすければ、始

めにすべて取ることを計画します。腫瘍が大きかったり、転移したりしていた場合には無

理をせずに診断だけつけて、化学療法を先行して取りやすくなったら手術するということ

も考えられます。これは、患者さんの状況によって異なります。手術には、わずかではあ

ってもそれなりの危険性が伴います。これに関しては、手術前に外科の先生よりお話しし

ていただきます。ご質問がありましたら遠慮なくお聞きください。

化学療法とその合併症

化学療法はいくつかの薬(いわゆる抗癌剤)を組み合わせて使用します。抗癌剤というと、
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あまり良いイメージがないものと思います。ある程度はその通りなのですが、最近は変わ

ったこともありますので、正しく理解することが必要です。まず、抗癌剤には吐き気が伴

います。しかし、最近は吐き気止めの薬を多数開発されており、以前のように 1 日中吐い

ているということは少なくなりました。ただ、元気に食欲もりもりという人は少ないよう

です。また、個人差もあります。一般的には年齢の小さな子の方が吐き気は強くないよう

です。次に髪の毛が抜ける問題です。これは、まちがいなくほとんどみんなが抜けます。

治療を開始して 1～2 週した頃に枕につく髪の毛の量が増えます。そのうちにあっという間

に頭の地肌が見えるようになってしまいます。これは予防の方法はあまりありません。海

外で頭を冷やすとよいという報告もありますが、効果は不明です。永久脱毛になることは

なく、治療が弱くなると生えてくるのですが、精神的なシ

ョックは大きいようです。あらかじめきちんとお話しして

おくことは大事なことと思います。次の副作用は、骨髄抑

制という問題です。治療をすると白血病細胞の他に正常の

血液の細胞も一時的にダメージを受けます。例えば白血球

が減ります。もともと、白血病の場合には正常の細菌と戦

ってくれる白血球は減少しているのですが、治療をすると

500/l とか 200/l などに減少してしまいます。そうします

と、細菌がついて熱を出すということが起こりやすくなり

ます。その際には、抗生物質を投与するということで対処

しますが、菌の種類によってはショックを起こしたり抗生物質が効かなかったりする可能

性があります。ですから、細菌がつかないように空気清浄機をつけたりうがいをきちんと

したりする必要があります。また、細菌とは違う真菌(カビの一種です)などの病原体が悪さ

をすることもあります。真菌はついてしまうとなかなか治療が難しくなりますので、予防

することが大事になります。そのため、おいしくないシ

ロップを飲んでいただいたりします。またカリニ肺炎と

いう特殊な肺炎の予防のためにバクタという薬(これは

錠剤と粉があります)を 1 週間のうち 3 日間のみ飲んで

いただきます。一方、赤血球も作ることが一時的にでき

なくなります。赤血球が少なくなると貧血という状態に

なります。白血病の際には病院に来られたときから貧血

である場合も多いのですが、これが過度になりますとフ

ラフラしたり倒れたりします。また極度の貧血になると

心臓に負担がかかります。また、血小板は少なくなると出血しやすくなります。一般的に 5

万/l 以下となると出血しやすくなり、2 万/l を切るとさらに危険性が増すとされています。

出血といっても鼻血などは止めることも比較的簡単ですが、脳出血や消化管出血は命に関

わります。この貧血と血小板減少に対しては輸血で対処するしか方法がありません。現在
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使われている輸血は血液センターで献血により作られたものです。血液センターではすべ

ての血液の検査を行い肝炎ウイルスなどのチェックをして異常のないもののみを供給して

くれますが、100%安全とは言い切れません。なぜなら、肝炎ウイルスの感染の時期により

万全の体制をかいくぐってしまう可能性が全くないわけではないことやエイズのウイルス

が以前わからなかったのと同じように未知のウイルスがある可能性が全くないわけではな

いことがあります。以前はこのようなこともあるためご家族から輸血していたこともあり

ました。しかしながら近親者からの輸血は輸血後 GVHD という致命的な合併症を引き起こ

す可能性があるため、現在は禁止されています。このようなことがあるものの、必要な場

合には輸血をすることをお許しいただきたいのです。もちろん不必要な輸血は避け感染の

機会は減らす努力はします。しかし、例えば血小板が減っていても大きな出血をしてから

輸血という訳にはいかないので、あくまで予防的な輸血とならざるを得ません。一般的に

赤血球の輸血は血色素(ヘモグロビン)の値で 7g/dl を保つように(健常小児では 10～12g/dl が

正常値)、また血小板の輸血は 2 万/l を保つように行い

ます。ご理解下さい。

もうひとつ治療のはじめに注意しなければならない

問題があります。それは腫瘍溶解症候群というものです。

神経芽細胞腫においては白血病ほど多くありませんが、

腫瘍細胞は体の中でじゃまされず増殖していたのです

が抗癌剤を投与されると多くの細胞があっという間に

壊れてしまうことが多いのです(もちろん生き残る細胞

もいて再発の原因になるのですが)。これらの壊れた細

胞からはいろんな物質がでて尿の中に排泄されます。例

えば、カリウム・尿酸・リンなどです。カリウムは電解

質のひとつですが、尿には溶けやすいのですが血液中のカリウムが高くなると不整脈を起

こすことがあり危険です。また、尿酸・リンは直接的な作用はありませんが尿に溶けにく

く、増え続けると尿が濁って、ついには尿が出なくなってしまいます。そうなると腎不全

という状態となり人工透析しか治療方法はなくなります。しかしながら緊急の人工透析は

小児ということもあり危険性が高くなります。尿に溶けにくい尿酸・リンも尿量が多くな

ると体外に多く排泄することができます。ですから、尿量を確保しこの腫瘍溶解症候群を

予防することが極めて重要となります。そのためには点滴を多くすること、尿量が多くな

るまで治療開始を待つこと、点滴の中にアルカリとなる薬を入れること(尿をアルカリにす

ると尿酸が溶けやすくなります)、尿酸を作らせなくす

る薬(ザイロリック)を飲むことなどが重要となります。

それでもなお発症することがありますので、治療開始か

ら 1 週間前後は注意が必要です。
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薬の個別の副作用

ビンクリスチン(オンコビン)

注射の薬です。比較的副作用は少ないですが、便秘と末梢神経障害があります。末梢神

経障害とは手足の感覚が少し鈍くなる状態です。薄い手袋をしたような感覚とたとえられ

ます。一番問題になるのは注射するときに血管から漏れた際に壊死になるということです。

壊死というのは皮膚が腐ってしまうことで、やけどの状態と同様と考えていただければよ

いと思います。ですから、注射は慎重に血液の逆流を確かめながら行います。しかしなが

ら、何しろお子さんは血管が細く、また突然動いてずれてしまうこともあるため注意して

行っても漏れる可能性がゼロではないこともご理解下さい。もし、万が一漏れたことが疑

われた場合には、壊死を軽くすませるために漏れたと思われる部位

に炎症を抑える薬を注射することがあります。

THP アドリアマイシン(テラルビシン、ピノルビン)

注射の薬です。赤い色をしています。これも血管から漏れるとま

ずいお薬です。この薬と同じ系統の薬は皆赤い色をしていて共通の
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心毒性という副作用を持っています。心毒性といっても、1 回や 2 回で障害されるわけでは

なく、ある程度以上の量を投与すると心臓の機能に異常を来します。ですから、繰り返し

投与した場合には心臓の検査を行うこととなりますし、異常があった場合には運動制限な

どをしなければならないことがあります。

シクロフォスファミド(エンドキサン)

点滴で注射する薬です。副作用として出血性膀胱炎というのがあり

ます。一般的に膀胱炎というのは細菌が感染して尿をするときに痛い

という症状や何度もしたくなったりするのが一般的ですが、出血性膀

胱炎というのは薬で膀胱炎になるものです。症状は前期の症状に加え

尿に血が混じることです。予防のために点滴を増やしたり予防薬を用いたりします。

シスプラチン(ブリプラチン、ランダ)

点滴で使用する薬です。主に 24 時間続けて点滴を 5 日間くらい使います。この薬は腎障

害の他に聴器毒性があります。要するに耳の聞こえが悪くなるということです。この副作

用は使った量に比例します。たくさん使うと危険性が高くなるときいうことです。ただ、

全く聞こえなくなるということはあまりなく高音域(会話の領域よりも

高い音)が聞き取りにくくなるとされています。

エトポシド(ベプシド)

点滴で使用する薬です。副作用は発熱がみられることがあります。

放射線療法

放射線療法が必要な患者さんもいます。基本的には放射線科の先生が放射線をかける部

位・回数を決定してくれます。放射線をかける間(ほんの数十秒)は動いてはいけません。も

ちろん、ご両親がそばについていることもできません(テレビカメラでみることはできます)。

小さなお子さんは眠り薬で眠って行うことになります。放射線療法は場所により副作用が

異なりますが、おなかにかけた場合には下痢したりすることがあります。

晩期の副作用

先にも述べましたように、多くの患者さんは病気を克服することができます。しかし、

治療が終わった後に副作用が残ることがあることも考えておいてください。例えば、身長

が低くなったりあるいは思春期が順調に発現するか、不妊にならないかといった問題があ

ります。また、まれなことですが投与した抗癌剤の影響で違う癌になった人も報告されて
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います(二次性癌といいます)。このような問題点はまだ未解明の部分が多く、どれくらい

の年齢で治療した人がどれくらい副作用が出るか、といったことはまだよくわかっていま

せん。しかし、長期にわたるフォローが必要となりま

す。

骨髄移植について

治りにくい神経芽細胞腫のかたは骨髄移植(今は末

梢血幹細胞移植や臍帯血幹細胞移植もあります)をご

提案することがあります。血液の病気である白血病で

は、骨髄移植をすると健康な骨髄を入れ替えることに

なるので理解しやすいですね。では、骨髄に転移している人であってもなくても神経芽細

胞腫に骨髄移植が行われるのでしょうか?抗癌剤には副作用があることは書きました。特に

血液の副作用(白血球・赤血球・血小板といった細胞を作れなくなること)が一番の足かせに

なるのです。すなわち、この病気を克服するために、現在使われている量の 5 倍や 10 倍の

抗癌剤を使ったら、腫瘍の内部にまで抗癌剤が行き届きやっつけることができるかもしれ

ません。しかし、そんなに使うと白血球などの血球が 6 ヶ月とか 1 年くらい増えないかも

しれません。そうすると、細菌感染などにより命取りになるでしょう。だから、現在使っ

ている抗癌剤の量は骨髄が回復できる量に限られているといっても過言ではありません。

ですから、骨髄移植はこの骨髄の制限を取り除く目的で使われます。骨髄さえ後から入れ

て助けてあげれば、通常の 5～10 倍の抗癌剤や放射線を使うことができます。この目的で

移植を行うのです。移植には先に述べましたように骨髄・末梢血・臍帯血、さらに自分の

細胞を使う自家移植、他の人からもらう同種移植があり、同種移植は血のつながった人か

らもらう血縁者間の移植と骨髄や臍帯血バンクからもらう非血縁者間移植にわけられます。

告知について

お子さんに病名を話すか否かは非常に重要な問題です。1,2 歳の小さなお子さんは別にし

ても、なぜ入院するかの説明は必要となります。我々の基本的な姿勢はどちらにも対応し

ます。ご両親が告知を希望されるのでしたら話すことは全く問題はないと思います。もち

ろん、医師の口から告知を希望されるのでしたらこちらからお話しします。告知すること

のメリットはつらい治療にも理由を知っているので耐えられるという点です。特に思春期

のお子さんになると告知していなくても薄々知っているというケースもよくあります。ご

両親とお子さんで腹のさぐり合いをするのは好ましくないでしょう。しかし、デメリット

もあります。必ずしも全員が良い経過をたどるわけではないことや、また本当にお子さん

がお話しして受け止められるかなどいろんな問題はあります。告知するにしてもすべての
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見通しまで話すのか、あるいは"がんだけれでも今は治る病気になったのだからがんばろう"

ですましてしまうのか難しいところはあります。告知を希望されない場合、何らかに説明

は必要でしょう。たとえば小さな子でしたら"からだにばいきんがはいった"とか、もう少し

上の年齢ならば"貧血"でしょうか。さらに、貧血では通用しないようでしたら違う病名を用

意したりして対応する形になります。いずれにしてもご両親・医師・看護士などのスタッ

フみんなが同じことを言わなければなりません。思春期でも全く疑うことなく治療を全う

する子もいるようです。これはケースバイケースなので、告知の善し悪しはその子その子

で決めなければならないと考えます。ただ、注意しなければならないことは告知した場合

には、周りにいる子に"自分ががんだから君もそうだ"といった話をしないように特に念を押

す必要があります。また、最終的に治療が終わった後でも、あるいは高校にはいるときで

も、成人してからでも、いずれは本人に対して本当のことは教えてあげなければなりませ

ん。これは病気を克服した場合には知る権利になるでしょうし、ご両親にとっては教える

義務があるでしょう。

学校の先生を含めた周りの人への対応

当初、お父さんお母さんは重大な病気であることのショックから、つい周りの人にお話

をしてしまいがちになるかもしれません。いろんな人に話をすると自分の苦しみが少し薄

れるような気がするのは人情です。しかし、それがお子さんにとってあまり有利にならな

いことがしばしばあります。世間では残念ながら小児がんイコ

ール不治の病イコール死と思われていることが多いのです。将

来、お子さんが病気を克服して生きていくときに病名を知って

いる人が少ないにこしたことはないと考えられます。学校の先

生は特殊な立場と考えられます。やはり、長期にわたって欠席

するとなると先生を信頼して本当のことをお話しするのが本

筋です。しかしながら、実際には先生にお話ししたがばかりに、

同級生の親に病名が広がったりしたケースは多く見られます

(教育委員会に抗議してありますが)。ですから、学校の先生に

お話しする前に担当医師・看護師にぜひご相談下さい。
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病気になったお子さんの兄弟姉妹

病気になったお子さんには年齢にもよりますがご両親のいずれかが付き添われたり、あ

るいは頻回に面会に来られることと思います。ご両親の目は病気になったお子さんに重点

的に注がれることと思います。しかし、このようなときに他のお子さん(病気のお子さんの

兄弟姉妹)が寂しい思いをして精神的にダメージを受けている、という報告はしばしば聞か

れます。大変とは思いますがおうちに残っていらっしゃるお子さんのことも気にかけてあ

げて下さい。それから、兄弟が学童の場合には学校の先生から入院した子の状態を頻繁に

質問されるといったケースもみられます。このようなことも、そのようなことがないか聞

いてあげないとお子さんはお話ししないかもしれません。

費用負担について

基本的には保険適用の薬以外使いません。また、小児慢性疾患の手続きをしますと入院・

外来に関わる費用が公費負担となりますので手続きをお勧めします（書類は病院にありま

す)。また、特別児童扶養手当(血液疾患用)というものの対

象となります。この書類はご両親自らが地元の役場に行っ

て書類をもらってきていただかなければなりません。役場

によっては"聞いたことがない"とか"病気が違う"とか言わ

れることがありますが、よく知らないだけです。治療費用

がかからなくても遠くからの面会など、何かと物いりにな

ると思いますのでお勧めします(所得制限はあるはずです

が)。
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承諾書について

入院とともに何枚かの承諾書に署名・捺印をお願いすることとなります。例えば、輸血

の承諾書、臨床研究の承諾書、検体保存の承諾書などです。何となく署名・捺印するとす

べてのことに対して意見を言うことができないと考えられがちですが、決してそうではあ

りません。従来、医師と患者は信頼関係で成り立っていましたが(要するに病院を受診ある

いは入院すれば契約が成立する)、現在は患者の選ぶ権利が重視されていますので十分に説

明を聞いて判断することが求められているのです。しかし、実際には突然重い病名を聞か

され選ぶ余地もなく紹介されてきた、というのが本当のところでしょう。その混乱の中で

署名・捺印を求められると困るということも十分に承知しております。また、”研究”という

言葉に実験材料にされるような印象を持つでしょう。しかし、臨床研究というのは日本全

国で同じ治療を行い、データを持ち寄るという意味で決して実験材料にするわけではあり

ません。小児がんの治療成績が向上したのもこ

のような臨床研究のおかげであるわけです。承

諾書に署名・捺印という行為は何となくすっき

りしませんが、現在の医療がすべてそういう傾

向にありますのでご理解ください。繰り返しに

なりますが、署名・捺印したからといって後に

撤回できないというわけでは決してありません。

面会について

札幌北楡病院小児科病棟は白血病・小児がんも含め慢性疾患が多く入院しています。そ

の中で感染症が流行すると命の関わる患者さんが多数いらっしゃいます。もちろん、多く

の方の面会がお子さんの精神的な慰安のために重要であることも十分に承知しております

が、このような観点より制限しております。残念ながらご両親・おじいちゃん・おばあち

ゃん以外は面会ができません。ご兄弟があいたいとお

っしゃるのもよくわかりますがご理解いただきたく存

じます。入院中でも外泊できるチャンスはありますの

で辛抱していただきたくお願いします。なお、お子さ

んとの接触は特に注意が必要です。水ぼうそうは免疫

状態が悪い患者さんがかかると致命的になることがし

ばしばあります。
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最後に

これから長期間にわたり治療をしなければなりません。どうしてもお子さんには”かわい

そう”という気持ちが先に立ち、甘やかしてしまうことが多くなってしまいます。しかし、

治らない病気ではないわけですから、病気を克服した後には社会に復帰しなければなりま

せん。病気治療の間に、あまりわがままになると他の人との人間関係を築けなくなる可能

性があります。いろいろと不安なことがあるのはあたりまえです。遠慮なく医師・看護師

にお申し付けください。少しでも不安を取り除けるように努力いたします。


