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リンパ腫という名前はあまり聞き慣れない事と思いますが、悪性リンパ腫あるいはホジ

キンリンパ腫・非ホジキンリンパ腫などという名前で呼ばれることもあります。基本的に

はリンパ節に起きる腫瘍ですが、白血病とも近い存在であり不治の病という印象をお持ち

とも思いますが、現在は必ずしもそうではありません。まず、正しい知識を持つことが病

気と立ち向かう上で必要となります。このパンフレットを読んでいただき少しでもその手

助けができればと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

リンパ腫の原因 

今のところ原因は分かっていません。ウイルス(特に EB ウイルス、エプスタイン・バー

ウイルス)が原因になることがありますが、はっきりと証拠はつかまっていません。ただ、

間違いなく言えることは遺伝とか食べ物とか育て方とかのせいではないということです。

この病気になってしまったのは誰のせいでもないのです。だから、ご両親は責任を感じる

必要はありません。どうしても"なぜこんな病気になってしまったのだろう。"と考えがち

ですが、気持ちを切り替えて"どうやったら治るだろう。"というふうに考えて下さい。一

番大変なのはお子さん本人ですから、早くお父さんお母さんがしっかりしてあげて下さい。 
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リンパ腫の種類 

リンパ腫には、おおまかにホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫に分けられます。ホ

ジキンリンパ腫は古典的ホジキンリンパ腫と結節性リンパ球優位型ホジキンリンパ腫に分

けられます。 

一方、非ホジキンリンパ腫は発症する細胞により下記のように多数に分けられますが、

小児に多いのはリンパ芽球性リンパ腫、バーキットリンパ腫、びまん性大細胞型 B リンパ

腫、未分化大細胞リンパ腫の 4 型です。 
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リンパ腫の病態と診断 

リンパ腫では起きる場所によって症状が異なります。たとえば首のリンパ節に起きると

首が腫れるという症状になりますし、扁桃に起きるといびきがひどくなる、いつも口で息

をしているといった症状になります。また胸腺(胸にある子どものときには大きくある臓器

ですが大人になると小さくなります。リンパ球の教育をここでしているといわれています)

に起きると気管を圧迫して横になりにくくなったり、胸水がたまって息苦しくなったりし

ます。腹部に起きるとおなかがふくれたり、ときには腸重

積という腸の中に腸が入り込む病気(小さなお子さんでは

リンパ腫でなくても起きることがあります)の原因になる

こともあります。また、リンパ腫はどこに起きてもおかし

くなく、皮膚や骨、ときには脳に起きることもあります。

全身の症状としては発熱や夜間の寝汗、さらには体重が減

少することもあります。リンパ腫の細胞はリンパ球であり

血を作る骨髄にも浸潤しやすい傾向があります。このため、

ときには白血病と区別がつきにくい状況となります。原則としてリンパ節が大きく腫れて

いても骨髄に 25%以上の異常な細胞があった場合には白血病と扱うことと決められていま

す。 

診断のためにはいろんな検査が必要になります。検査には、まず病気が何であるかを見

極めるためのものと、病気がどこまで進んでいるかを見極めるものがあります。病気が何

であるかをはっきりさせるのは病気の部分を一部切り取って病理の先生に見て頂くのが基

本です。たとえば首のリンパ節ならば全部もしくは一部を手術で切り取って検査に回しま

す。手術から診断がつくまでに 1 週間から 2 週間程度要することがあります。また、小児

のリンパ腫は多くないことから見慣れない病理の先生も多く、検体を中央に送って専門家

にみてもらう中央診断システムもできあがっています。ですから複数の病理の先生にみて

もらい確実な診断を得ることができます。胸水がたまっていて横にもなれない状態で手術

ができそうにない場合には胸水を抜いて、その細胞で診断することもあります。手術にこ

だわって命が危うくなってはどうしようもないからです。これらの検査では細胞表面マー

カー、染色体、遺伝子(後で説明します)などの検査も提出します。さらに、はじめの細胞

を凍結し保存しておくことは、後で診断や治

療に苦慮したときに役に立つ場合があります。

ですから、一部を凍結保存することをご理解

ください。 

また、先に述べた骨髄穿刺という検査が必

要となります。小児では普通、腸骨という腰

骨の横の部分より採取します。これは痛い検

査で、子供たちの負担が大きい検査ですが血
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を作っているところをみないと病態を把握できない場合がありますので、何度かおこなわ

なければなりません。一般的には局所麻酔(細い針で麻酔の注射を刺す部分にしておくこ

と)をおこなってから施行しますが、小さなお子さんの場合には局所麻酔の針を刺すのも痛

いため、早く終わらせるために麻酔なしでおこなうこともあります。全身麻酔を希望され

る場合もありますが、検査が短時間で終わることや全身麻酔の危険性を考えて当科では施

行しておりません。しかし、この考え方は時代とともに変わるかもしれません。実際に採

取する骨髄液(見た目には血液と何ら変わりません)の量は 3ml 程度です。ただ、初めての

検査で白血病の場合には細胞が骨髄中に充満していてなかなかとれにくいことがあります。

この場合には、時間がかかることがありますし、場合によって

は後日治療を始めてからおこなったり、あるいは骨髄生検とい

うもう少し太い針でおこなう検査が必要となることがありま

す。採取した骨髄血はプレパラート(ガラスの小片)に塗りつけ

て、染色後顕微鏡で観察し診断します。この検査でも先に述べ

たいろいろな検査をおこないます。また、場合によっては一部

を凍結保存させて頂くこともあります。 

病気の広がりをみるためには CT スキャンが必要になります。

CT は全身を輪切りにしたような画像の得られる放射線検査で

す。普通の X 線検査よりも得られる情報は格段に多くなります。

この場合、造影剤を使用した方が得られる情報が多くなります

が、造影剤はヨード系のものを使用するためにときに副作用が

出る場合があります。このことに関しては、別に同意書を用い

てご説明いたします。さらにガリウムシンチグラフィーやポジト

ロンスキャン(PET)検査も病気がどこまで進んでいるかを見極め

るために必要になります。これらの検査は放射線の出る物質を注

射して(放射線量は多くはありません)全身をスキャンするもの

で頭の先から足の先まで見逃しのないようにする検査です。さら

に、腰椎穿刺という検査が必要になります。これはリンパ腫細胞

の元はリンパ球という白血球であるために血管の外に出て行け

る性質を持っているために脳の周りの髄膜というところに浸潤

する可能性があります。この浸潤の有無を見極めるための検査で

背中に針を刺して髄液という透明な液を 2～3ml 採取させて頂き

ます。異常があってもなくても、何度かこの検査を繰り返し抗腫

瘍薬を注入することが必要になります。このことは後で述べます。 

これらの検査によりリンパ腫の病型と病期(進行の程度)が明確になります。それに応じ

て治療法が決定されます。病期はローマ数字であらわし I および II が限局期、III と IV が

進行期となります。一般的に数字が大きくなるほど進行しており治療成績は悪くなります



札幌北楡病院小児思春期科                                    lymphoma 6

が、一部例外もあります。治療法が決まるとプロトコールと呼ばれるスケジュールに沿っ

て治療を行いますが、節目で治療が効いているかのチェックをおこないます。効果が不十

分と判断した場合には治療法が途中で変わることもあります。このチェックは一般的には

CT や PET 検査にておこなっていますが、遺伝子検査を組み合わせて体の中にどれくらい

リンパ腫の細胞が残っているのかをみる試みもなされつつあります。 

 

遺伝子検査について 

血液の細胞は常に骨髄やリンパ節の中で活発に分裂を繰り返し新しい細胞を作っていま

す。何万、何十万もの分裂の中には異常な分裂も数々あると予想されます。例えば分裂す

るときに片方に染色体が多くて片方に少なかったりすることがあると思われます。ですが、

ほとんどのこのような出来損ないの細胞は分裂能力を失い死滅すると考えられます。とこ

ろが変な傷の付き方(例えば染色体の一部がお互いに入れ替わるというような小さな異常

です)では、これが死滅するどころか異常に増殖能力を持ってしまう、これが白血病・リン

パ腫などのはじまりと考えられます。この傷の付き方により薬の効き方が異なるのです。

例えば白血病において 12番の染色体と 21番の染色体が一部分ずつ入れ替わる異常(これに

は TEL/AML1 という遺伝子が関与します)は小児に多く薬は効きやすいとされています。一

方で 9 番の染色体と 22 番の染色体が一部分ずつ入れ替わる異常(これには bcr/abl という遺

伝子が関与します)は極めて薬の効きが悪く、他の因子がどんなに良くても極めて悪いとさ

れています。リンパ腫では白血病に比べこの異常がまだわかっていない面が多いですが、

今後明らかになると期待されています。これらの遺伝子の異常を細胞 10,000 個から 1,000

万個に 1 個の異常を見つけることが可能になってきており治療の反応性の指標にしようと

いう試みがなされています。将来は患者さん一人一人の反応性に応じた治療の決め方がで

きるようになる可能性があります。 
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ホジキンリンパ腫の病期分類 

I 期 病変が 1 か所のみのリンパ節あるいはリンパ節以外の領域 

II 期 病変が横隔膜を境界にして一方の側に限っているもの 

III 期 病変が横隔膜を境界にして両側のリンパ節領域に進展している場合 

IV 期 病変がリンパ節の外の臓器へびまん性に浸潤している場合、またはリンパ節病変 

と、それに関連しない遠隔のリンパ節外臓器に病変がある場合。 

 

 

小児非ホジキンリンパ腫の病期分類 

I 期 病変が 1 か所のみのリンパ節あるいはリンパ節以外の領域 

  (ただし縦隔(両肺の間のこと)とおなかの病変は除く) 

II 期 1) 単一のリンパ節外の病変で領域リンパ節の浸潤を伴うもの 

 2) 横隔膜の同じ側にある 

 （2a）2 か所以上のリンパ節領域の病変 

 （2b）2 か所の単一のリンパ節外の病変 

 3) 肉眼的に摘出された消化管原発の病変 

III 期 1) 横隔膜の両側にある 2 か所の単一のリンパ節外の病変 

 2) 横隔膜の両側にある 2 か所以上のリンパ節領域の病変 

 3) 縦隔、胸膜、胸腺の病変 

 4) 腹部原発の広範囲におよぶ病変で、全ての摘出が不能であったもの 

 5) 傍脊髄または硬膜外の病変 

IV 期 発症時に中枢神経系(髄液など)または骨髄（リンパ腫細胞が 25％未満)に浸潤があ 

るもの 
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病型による違い 

 

古典的ホジキンリンパ腫 

 日本人の子どもには少ない傾向があり日本での発症は年間 20～30 例ほどです。今までは

抗腫瘍剤と放射線治療を組み合わせた治療が多く行われていましたが、この病気では二次

がん(病気が治った後に違うがんになってしまうこと)の発症が多いことが知られており、

放射線治療をおこなわない治療を検討しています。治療は 4 種類くらいの抗腫瘍剤の組み

合わせを約 2 週間を 1 クールとして行い、限局病期の場合には 2～4 コース、進行病期では

4～6 コースおこなうことが一般的です。過去の報告では 5 年間病気の再発なく生存してい

る割合は 80%以上です。 

 

 

結節性リンパ球優位型ホジキンリンパ腫 

 少ない古典的ホジキンリンパ腫よりもさらに少ないリンパ腫です。比較的新しい概念の

疾患で治療法が定まっていませんが、古典的ホジキンリンパ腫と同様に治療されている症

例が多いようです。しかも、古典的ホジキンリンパ腫よりもさらに治療成績がよさそうで

す。今後、詳しいことがわか治療にも反映されるものと期待されます。 

 

 

リンパ芽球性リンパ腫 

 リンパ芽球性リンパ腫には T リンパ球と B リンパ球から起きるものがありますが、治療

法に違いはありません。この病気はリンパ腫の中でもっとも白血病に近い病気と考えられ

ます。首などあらゆるリンパ節に起きることがありますが、とくに胸腺に起きるのはこの

タイプに多い傾向があります。治療法としては白血病と同じように約 1 ヵ月の寛解導入療

法、地固め療法、中枢神経予防療法、さらに維持療法など約 2 年の治療を行うのが標準的

です。限局病期では 90%以上、進行病期で 70～80%が 5 年間病気の再発なく生存していま

す。 

 

 

びまん性大細胞型リンパ腫、バーキットリンパ腫 

 どちらも B リンパ球からおきるリンパ腫で治療法は一緒です。多くはお腹からおきるも

のです。治療の最初は後に述べる腫瘍溶解症候群がおきやすく注意が必要です。場合によ

っては短期間血液透析が必要となることもあります。治療はやはり数種類の抗腫瘍剤を組

み合わせた 1 週間程度のブロック型の治療を限局病期で 2～4 クール、進行病期で 4～6 ク

ールおこなうのが標準的です。成人では抗 CD20 モノクローナル抗体のリツキサンを使用

することが一般的ですが、小児では報告が少なく今後検証されることとなっています。限
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局病期では 90%以上、進行病期で 60～70%が 5 年間病気の再発なく生存しています。 

 

 

未分化大細胞リンパ腫 

 いろんな部位から起きることがあり、比較的発熱などの全身症状を伴いやすい傾向があ

ります。治療はやはりメソトレキセートを中心とした数種類の抗腫瘍剤を組み合わせた 1

週間程度のブロック形の治療を限局病期で 2～4 クール、進行病期で 4～6 クールおこなう

のが標準的です。やはり限局病期では 90%以上、進行病期で 70～80%が 5 年間病気の再発

なく生存しています。 

 

 

 

その他のリンパ腫 

 日本の小児では多くないものの、末梢性 T 細胞リンパ腫や濾胞性リンパ腫などの病気も

あります。これらの病気は日本に年に 1 例いるかいないか程度の発症頻度です。いままで

の全国の症例をまとめて治療法についてはある程度の見解はあるものの、残念ながら明確

な治療指針はない状態です。成人や海外の小児の報告も参考にして治療方針を決定します。 
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治療とその合併症 

治療はいくつかの薬(いわゆる抗腫瘍剤)を組み合わせて使用します。抗腫瘍剤(抗がん剤)

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、抗腫瘍剤に

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。治療をするとリンパ腫の

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。治療をすると正常は 4,000～10,000/ l(1 l は 1mm 四

方の立方体と同じ、すなわち 1mm3 です)くらいあるものが 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ダイフ

ェン(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。貧血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
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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。

リンパ腫の細胞は体の中でじゃまされず増殖していた

のですが抗腫瘍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(アロシトール(ザイロリック)、フェブリクなど)を飲むことなどが重要となり

ます。さらに危険性が高いと判断された患者さんには尿酸を違う物質に変える薬(ラスリテ

ック)を点滴で使用することもあります。それでもなお発症することがありますので、治療
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開始から 1 週間前後は注意が必要です。入院時にすでにリンパ腫細胞が壊れており腎機能

が悪化している場合もあり、そのような場合には人工透析をおこないながら治療を開始す

ることもあります。 
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治療の流れ 

 

寛解導入療法 

病型によって治療法は違いますが最初の治療は体中にあるリンパ腫細胞を減らし、かな

り少なくすることが目標となります。リンパ腫では治療の反応性は画像(CT や PET)にて判

断することとなります。腫瘍が検査により消失した場合を完全寛解といいます。これが、

まず第一の目標です。はじめの治療を寛解導入療法といいます。この寛解を維持すること

が治癒につながるわけです。 

 

中枢神経系の予防 

抗腫瘍剤は内服もしくは注射で投与します。これにより全身に薬がまわってリンパ腫細

胞を壊していきます。ところが、体には薬のいきにくい部分があります。中枢神経(脳)と

男の子の睾丸です。ここには薬が届かないためリンパ腫細胞が逃げ込むと治療することが

できず、再発しやすい部分として知られていました。このため以前は頭に放射線をかけた

りしていました。ところが、放射線を頭にかけることは身長の伸びに影響したり、あるい

は学業成績に影響したり落ち着きのない子が多くなったりなどの影響があることがわかり

ました。さらに、まれではありますが白質脳症(放射線や薬の影響で意識状態に変化が出た

り寝たきりになってしまう病気)という重篤な障害を引き起こすこともありました。このた

め現在は極力、放射線治療を用いない治療方針になっています。そのかわりといっては何

ですが背中に針を刺してお薬を注入したり(髄注といいます)、メソトレキセート大量療法

という治療を行っています。脳は髄液という水に包まれています。この水は脊髄という背

骨の中にある組織をも包んで脳の周りとつながっています。ですから、背中に針を刺しこ

の髄液を少量採取して検査を行い薬を注入するのです。注入された薬は脳の周りにも届く

仕組みになっています。骨髄穿刺と並び子供にとってはいやな検査ですが時々やらなけれ

ばならないということもご理解下さい。なお、放射線治療ほどではないですが、この治療

においてもまれに白質脳症を引き起こすこともあります。 

 

 

維持療法 

リンパ芽球性リンパ腫の場合には寛解状態になっても治療を継

続しなければ体の隅にわずかに生き残ったリンパ腫細胞が息を吹

き返すおそれがあります。このため、継続した治療が必要になり

ます。以前は 5 年行われていた時代もありましたが、最近は短く

なって 2 年間です。もちろん、ほとんどが外来での治療です。 
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薬の個別の副作用 

 

プレドニゾロン(プレドニン)・デキサメサゾン(デカドロン) 

注射もしくは内服で使います。これらの薬は厳密には抗腫瘍剤ではありません。副腎皮

質という人間の体の部分でできるホルモンを人工的に作ったものです。白血病・リンパ腫

にも効きますが、その他に腎臓病であるネフローゼ症候群や膠原病、ときには喘息などに

も効果があります。副作用としては食欲が増すことです。他の抗腫瘍剤で吐き気が出るの

とは異なります。ただ、本当にお腹が空くので異常に食べてしまいます。顔は丸くなりま

すし、いつの間にか体型も肥満となることがあります。はじめはご両親とも"こんな病気に

なってかわいそう"という思いからつい食べさせてしま

いますが、歯止めが利かなくなることもあります。で

すから、なるべく間食はカロリーのないものにするな

ど工夫することが必要になります。白血病が治っても

肥満になってしまっている人が多くいることも事実で

す。その他に長期にわたってこれらの薬を投与すると

高血圧や背が伸びなくなる、骨が弱くなる、白内障(目

のレンズが曇る)、緑内障(目の中の圧が上がる)、胃炎

を起こすなどの副作用が出ることもあります。さらに

デカドロンの場合にはプレドニンよりも気分のむらが

起こりやすく、年少児では機嫌が悪くなったり年長では若干うつ傾向になることもありま

す。 

 

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)・ダウノルビシン(ダウノマイシン)・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
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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。 

 

L-アスパラギナーゼ(ロイナーゼ) 

筋肉注射の薬です。副作用としては膵炎やアレルギーです。ま

た糖尿病を合併することもあります。膵炎の症状は腹痛です。ま

た、アレルギーとしてはもっとも多いのは注射し部分が腫れるこ

とですが、ときにはショックを起こす人もいるので注意して行う

こととなります。また蛋白の合成を抑制してしまうため、血を止

める役割をする凝固因子も少なくなってしまいます。ときにはこ

れを補うことも必要となります。 

 

シクロフォスファミド(エンドキサン)・イフォスファマイド(イホマイド) 

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。 

 

メソトレキセート(メソトレキセート) 

点滴もしくは注射で使用する薬です。大量に用いることにより

中枢神経や睾丸へも薬が染みわたるため広く使われています。し

かし、大量に使った場合には肝障害の他、腎障害などの副作用も

あります。このため、点滴の量を多くして尿量を多くして排泄を

促すことや血中濃度を測定することが副作用防止に重要です。ま

た、口の中などの粘膜が荒れることもあります。 

 

シタラビン(キロサイド) 

点滴もしくは注射で使用する薬です。副作用としては、ときに発熱や発疹が出ることが

あります。また、大量に用いた際には結膜炎を起こすことがあり予防的に点眼を行います。 

 

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。 
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6 メルカプトプリン(ロイケリン) 
内服薬です。肝障害が副作用としてあります。場合によっては量を減らさなければなら

なくなることもあります。 

 

プロカルバジン 

 内服薬です。カプセルですが年少児の場合にはカプセルを外して飲むこととなります。

男児では将来の不妊の可能性があり使用しない傾向にあります。 

 

ダカルバジン 

 点滴の薬です。末梢から点滴した場合には血管痛が起こりやすいです。 

  

リツキシマブ(リツキサン) 

 点滴の薬です。CD20 という B リンパ球に結合するモノクローナル抗体薬です。副作用

には発熱、悪寒、虚脱感、かゆみ、頭痛、ほてり、血圧上昇、頻脈、多汗、発疹などがあ

ります。これらは通常、比較的軽微な副作用です。重篤な症状としては、アナフィラキシ

ー様症状、肺障害、心障害などの副作用があります。リツキサンの副作用の多くは、初め

て行う治療中に起こり、治療が終わるころまでか、遅くとも 1 日経てば、ほとんど症状が

なくなるか、軽くなります。2 回目以降の治療では、副作用は減少しますが、2 回目以降に

初めて副作用が現れることもありますし、それまでと異なる副作用が現れることもありま

す。副作用に対する予防法として、リツキサンの点滴を行う前に、抗ヒスタミン剤と解熱

鎮痛剤を内服します。 
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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、治療

に含まれるステロイドホルモンの影響で肥満傾向になってしまったり、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腫瘍剤の影響で違うがんになった人も報告されています(二

次性がんといいます)。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 

白血病では骨髄移植で治るという話をよく聞くと思います。たしかに骨髄移植(今は末梢

血幹細胞移植や臍帯血幹細胞移植もあります)は治る確率を上げる治療ではあります。しか

しながら、骨髄移植は、また危険な治療でもあるのです。移植を行うと 10～20%の人が合

併症で命を危うくします。また、後遺症の問題もあります。移植を行った場合には化学療

法(抗腫瘍剤による治療のみのことです)に比較して明らかに後遺症が多くなります。例え

ば、背が伸びないとか不妊になったりとかいろいろあります。ですから、白血病では治り

やすさを考えに入れて移植の方に分がある場合にはご提案します。また、兄弟や家族で合

う人がいれば移植を勧めるが骨髄バンクの移植はお勧めしないという場合もあります。こ

れは、骨髄バンクからの移植の成績がどうしても劣るからです。 

一方のリンパ腫においては、最初に骨髄移植をおすすめする患者さんは多くないものと

思います。しかしながら、治療の反応性が悪い人やめずらしいリンパ腫で治りにくいこと

が報告されているもの、あるいは再発した場合にはおすすめすることがあります。 
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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

見通しまで話すのか、あるいは"リンパ腫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"自分がリンパ腫だから君もそうだ"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。 
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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リンパ腫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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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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)。 

 

 

 

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。リンパ腫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。 
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面会について 

札幌北楡病院小児科病棟は白血病・リンパ腫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。 


