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ウイルムス腫瘍について

ウィルムス腫瘍（腎芽細胞腫）とは、腎臓にできる小児の癌です。この病気は主に 5 歳

未満の子供に発症しますが、年長児にもみられ、成人でもまれに発症します。約 4％ではウ

ィルムス腫瘍が両方の腎臓にできることがあります。

ウィルムス腫瘍の原因は他のがんと同様に不明ですが、一部の例では遺伝的異常がかか

わっているとされています。虹彩欠損や体の片側だけが異常に成長するなどの先天異常は

いずれも遺伝的異常ですが、このような子供の場合はウィルムス腫瘍を発症するリスクが

高くなります。しかし、この病気の子供の多くには、こうした明らかな異常が認められる

わけではありません。症状としては、おなかに腫れ物を触れる、腹痛、発熱、食欲減退、

吐き気と嘔吐などがあります。多くはお風呂に入っていておなかに腫瘤を触れた、という

ことです。15〜 20％の患者さんでは検査で血尿がみられます。また、肺に転移しやすい特

徴があり、肺に転移するとせきや息切れが生じることがあります(多くは無症状です)。また、

骨や脳に転移することもあります。

診断

画像診断(CT や MRI)で腫瘍が腎臓の部分に見られます。また転

移の検索には肺の CT や脳の CT、さらに骨の検索としてシンチグ

ラフィー(放射性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)を行います。

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(もちろん、手術

で

全部とれ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。手術でとった組織を

固定した後に、薄く切って顕微鏡で診断する検査が病理組織検

査と呼ばれます。できるだけ間違いのないように 2 人以上の病

理の先生にみていただくように努力します。病理の結果によっ

て腎芽腫(一般的なウイルムス腫瘍)、未分化型、腎明細胞肉腫、

横紋筋様腫瘍に分けられます。

予後因子(治りやすさ)

乳児や腫瘍が小さいお子さん、腫瘍が転移していないお子さんは、かなり良くなる傾向が

あります。ウィルムス腫瘍は比較的治癒しやすい腫瘍です。この病気にかかった子供の約

70〜 95％は生存しますが、これは腫瘍がどの程度転移しているかによります。腫瘍が転移

している子供でも経過がかなり良い場合があります。しかし腎芽腫以外の腫瘍では治療に

右腎由来のウイルムス腫瘍

ウイルムス腫瘍の肺転移
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反応しにくいようです。

治療

ウィルムス腫瘍の治療では、

腫瘍を発症した側の腎臓を

切除します。手術の際には、

もう片方の腎臓にも腫瘍が

ないかどうかを確認します。

手術後に化学療法を行いま

す。最もよく使われるのは

アクチノマイシン D、ビン

クリスチン、ドキソルビシ

ンなどです。比較的大きい

腫瘍や腫瘍転移があった子

供は、放射線療法を受けま

す。最初は腫瘍が切除でき

ない場合もあります。この

ような場合は、最初に化学

療法と放射線療法を行い、

腫瘍が小さくなってから切

除します。

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、

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

ウイルムス腫瘍病期分類(NWTS)

病期

1 腫瘍は腎に限局しており、完全に摘除されている。腎皮膜は完全に保

たれ、術前もしくは術中の腫瘍破裂はない。腎洞の血管浸潤を認めな

い。切除断端を越えた腫瘍遺残はみられない。

2 腫瘍は腎皮膜を越えて進展しているが、完全に摘除されている。切除

断端を越えた腫瘍遺残はみられない。以下の場合が当てはまる。

腫瘍の局所進展、すなわち腎皮膜の最外側表面から腎周囲組織へ進展

しているが、1～2mm を越えて腎洞への腫瘍浸潤はある。

腎外の血管に腫瘍浸潤または腫瘍塞栓がある。

腫瘍生検もしくは側腹部に限局した腫瘍汚染がみられる。

3 腫瘍が腹部の範囲で遺残している。以下の項目が一つ以上あてはまる。

生検において、腎門部のリンパ節、大動脈周囲リンパ節またはそれよ

り遠隔のリンパ節に腫瘍がみられる。胸部ならびに腹部外のリンパ節

転移が認められる場合には stage4 と分類する。

術前あるいは術中に側腹部を超えた腫瘍の spillage がある場合や、腫

瘍が皮膜を破って進展している場合などで、腹腔全体に及ぶ腫瘍汚染

が認められる。

腹膜播種がある。

肉眼的あるいは組織学的に腫瘍が切除断端をこえて進展している。

周囲重要組織への浸潤があり、腫瘍全摘ができない。

4 Stage3 の領域を超えて、肺、肝、骨、脳などへの血行転移を認める。

5 初診時に両側腎に腫瘍を認める。

この場合、左右それぞれの腫瘍について、上記判定基準に基づいて

stage を決定する。
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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
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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。
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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。

アクチノマイシン D(コスメゲン)

注射のお薬です。黄色い色をしています。これも血管から漏れるとまずいお薬です。こ

の薬では肝中心静脈閉塞症という重篤な合併症を引き起こす可能性がまれにあります。こ

れは、肝臓の細い血管がつまってしまうもので、黄疸や腹水が出現したり、時にショック

のようになることもあります。また、下痢もこの薬の副作用にみられます。

ドキソルビシン(アドリアシン)

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。
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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

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。

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
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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
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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。

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。


