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緒言 
 小児がんの治療では、抗がん剤などの副作用として血球減少が起きるため、その治療として赤

血球輸血、血小板輸血を行う必要がある。さらに顆粒球減少に伴う敗血症の治療には抗生剤とと

もにγグロブリンの投与が行われたりする。またその他の化学療法の副作用の治療として、新鮮

凍結血漿、アルブミン、アンチトロンビン製剤などの血液製剤もしばしば使用される。このため

に小児がんの治療に際して、血液あるいは血液製剤を介してのウイルスの伝搬が容易に起こる。 
 C 型肝炎ウイルス(HCV)は 1988 年末にウイルスの断片のクローニングの成功により明らかに

されたウイルスであり、血液を介して感染することが知られている。1989 年に日本赤十字から供

給される血液は HCV に対し第一次抗体によるチェックが行われるようになったが、これだけで

はすべての血液から HCV が排除できなかった。1992 年 2 月に第二世代抗体が開始され、その後

はほとんど献血された血液あるいは血液製剤からの HCV 感染は見られなくなった。小児がんの

治療は 1980 年代に入り強力な化学療法が施行されるようになり、その生存率は向上したが、輸血

量は明らかに増大した。このため、1980 年代から 1992 年までに治療を受けた患児において、血

液、あるいは血液製剤を介して HCV の感染の機会が多かったことが推察される。 
 HCV による慢性活動性肝炎は、インターフェロンによる治療を行うことにより、体内のウイル

スが消失することが知られている。以前はインターフェロン治療の有効率は 30〜40%といわれ、

とくに高ウイルス量の場合や、HCV のサブタイプが typeI(1a)や typeII(1b)では、効果が少ない

とされていた。しかし近年 PEG 製剤の導入や抗ウイルス剤であるリバビリンとインターフェロン

の併用療法により、今まで難渋とされていたタイプにおける HCV 感染に対して治療効果の改善

が示されるようになった。1 度目のインターフェロン治療に失敗した症例に対しても新しい治療

によりウイルスが消失したとの報告も大変多くなった。 
 しかし、小児がん経験者における HCV 感染の現状調査は大規模なものがほとんどなく、感染

後の経過、治療の効果が明確になっていない。そこで今回これらを明らかにするための調査を行

うこととした。 
 
方法 
 本研究調査はまず日本医科大学付属病院の倫理委員会において倫理審査を受け、平成 19 年 7
月 30 日に承認された。その後対象 9 施設に対し 1 次調査用紙を配布し、1980 年から 1992 年 12
月の間に小児がんの治療を受けた診断時 18 歳未満の HCV 感染者について調査を行った。一次調

査の詳細については、添付の資料 1 に示す。 
 二次調査は、一次調査で判明した HCV 抗体陽性者各人に対して、HCV-RNA が陽性か陰性か、

また陽性である場合は genotype、肝機能検査結果、ウイルス量、治療の有無とその詳細などにつ



いて、カルテ調査をするというものである。二次調査はすでに結果が出ている各人の検査結果等

に基づいての調査であるが、その際に患者あるいはその保護者に対して説明と同意が必要だと倫

理委員会が判断された施設ではそれを行っていただくこととした。二次調査の詳細については添

付資料 2 に示した。 
 
結果 
 対象 9施設で 1980年〜1992年に小児癌の治療を受け、現在生存している小児がん経験者は 645
例であり、HCV 抗体検査を受けたのが 441 例(68.3%)であった。その中で HCV 抗体陽性は 93 名

(21.1%)であり、HCV-RNA 陽性は 56 例であった。これは、全対象患者の 12.6%であった。なお、

HCV 抗体の検査はせずに、HCV-RNA の検査を施行したり、HCV-RNA 検査の実施されていない

例もあった。また HCV 抗体が陽性であったが、HCV-RNA 検査を受けたか否か不明である例が

22 例あった。 
 HCV 感染に対する治療を受けたのは 42 例であった。1 回目の治療では IFN-αのみが 19 例、

IFN-αおよびリバビリンが 5 例、その他が 1 例、不明が 17 例であった。1 回または 2 回の治療

で HCV が陰性化したのが 24 例、陰性化しなかったのが 15 例、その他は結果が不明であった。

HCV 感染の治療を行った場所として、陽性例を持つ 7 施設のうち、1 施設はほとんどの症例の治

療を小児がん治療が行われたのと同じ診療科(小児科)で行っていたが、3 施設は主に自施設の内科、

2 施設は全ての症例の肝炎の治療を他施設で行っていた。また 1 施設は症例によりまちまちであ

った。 
 
考察 
 本年度の調査では、まだ結果が出たのは一次調査のみであるため、詳細な検討は次年度に持ち

越されたが、現在まで判明している調査結果からは、小児がん経験者の 2 / 3 しか HCV 抗体の検

査を受けていないことが明らかになった。 
 小児がんにおける HCV 感染の頻度は 15〜30%とされている。昨年われわれの施設におけるま

とめでは 1992 年以前に治療を受け、現在生存している小児白血病経験者の 28.0%が HCV 陽性で

あった。今回の結果では、HCV 抗体陽性者は 21.1%であるが、現在まで持続感染していると思わ

れる HCV-RNA 陽性者は 12.6%であり、他の報告よりやや少ないと言える。白血病患者のみの検

討と小児がん全体の検討では、白血病患者の方が輸血量が多いことが多く、多少陽性者の割合に

差が出ている可能性もある。 
 今回の一次調査では治療に対する反応や肝炎の予後が不明であることが多いという結果であっ

た。この結果より、HCV 感染に対する治療は成人診療科での治療や経過観察になる場合が多いた

め、回答を得ることが困難であろうということが推察された。二次調査を行い、どこまで明らか

になるかは不明であるが、次年度中に回答が出てくるものと期待される。 



資料 1   C 型肝炎ウイルス(HCV)調査  (一次調査) 
 
1. 1980 年 1 月以降に小児がんと診断され、1992 年までに治療を受けた患者(18 歳未満)で、現在

生存している方は何名いらっしゃいますか。 
 ( )名 
2. 1.の中で、HCV 抗体検査を施行した方は何名いらっしゃいますか。 
 ( )名 
3. 2.の中で、HCV 抗体陽性の方は何名いらっしゃいますか。 
 ( )名 
4. 1.の中で、HCV-RNA 検査をした方は何名いらっしゃいますか。(HCV 抗体検査をした方も含

めて) 
 ( )名 
5.  HCV-RNA 陽性の方は何名いらっしゃいますか。 
 ( )名 
  この中で、HCV 抗体陽性 (     )名、HCV 抗体結果不明 (      )名  
  HCV 抗体陰性 (      )名 
6. 5.の中で、HCV 肝炎の治療をされた方は何名いらっしゃいますか。(HCV の治療は自施設とは

限らない) 
  a.インターフェロンα*治療 (       )名、b.インターフェロンβ治療 (    )名、 
  c.リバビリン (   )例、d.インターフェロンα*+リバビリン (   )名、 
  e.その他の薬剤 (       )例 具体的な薬剤名 (                                   ) 
  f.不明 (       )例 
  1) *インターフェロンαは、PEG も含め全ての製剤。 
   2) インターフェロン治療を複数回行った場合は、1 回目のみ記入してください。 
7. 6.の結果はいかがでしたか。 
    a. HCV-RNA 陰性化 (    )例  
  b. HCV-RNA は治療終了時には一次的に陰性化したが、再び陽性 (    )例 
  c. HCV-RNA は治療終了時も陽性 (   )例 
  d.不明 (        )例 
8. HCV の治療をした場所はどちらですか。 
  a. 小児がん治療を行った診療科 (  )例  b. 自施設内の肝臓内科など他の診療科 (
  )例 
  c. 他病院の小児科または成人の診療科 (       )例 d. 不明(       )例 
 9. 1993 年以降に小児がんと診断され、治療を行い、治療時の輸血などと関係がある HCV 感染

があると考えられる方はいらっしゃいますか。 
  a. はい (    )例    b.いいえ   c. 不明 
 



資料 2    HCV 抗体陽性症例について      (二次調査) 
以下についてお答えください。     性別   男   女 
1.HCV-RNA 
 1) 陽性  2)陰性(一時陽性であった例も含める)  3)不明  
2.HCV Genotype 
 1)Genotype 1 型    2) Genotype 2 型    3)不明 
  (Genotype 1 型は 1a、1b または I 型、II 型、Genotype 2 型は 2a 型、2b 型または III、IV 型 の
こと) 
3.治療前後の ALT (GPT)値 (単位) 前  (         )    後 (          )  施設の正常値 
(             ) 
4.治療前のウイルス量(単位、検査時期、方法(ハイレンジ法か否かなど)も含め記載、または○を付

ける)   ウイルス量： 
  単位：     コピー/ml   Meq/ml   KIU/ml   その他(         )  
  方法：  (                                  )法   不明   
   ハイレンジ法 (はい  いいえ  不明)  
5.治療の有無 
1)治療した   2)治療しなかった  3)不明 
6.治療を行った場所 
1) 小児がん治療を行った診療科  2) 自施設内の肝臓内科など他の診療科   
3) 他施設の小児科または成人の診療科   4) 不明 
7.輸血・血液製剤投与を受けた(治療)時期、原病の診断名、HCV 治療時期および小児がん診断時お

よび HCV 治療時の年齢 
 輸血・血液製剤投与を受けた年 (19     年  〜  19   年) 不明であれば、小児がんの

治療を受けた年 ( 19    年  〜  19   年) 
 小児がん診断名(          )   小児がん治療終了後 (        )年  終了時年齢  (       )歳 
 小児がん診断時の年齢(          )歳            HCV 治療時の年齢 (     )歳   
8.治療薬 
1)インターフェロンα*治療  (名称        )  2)インターフェロンβ治療 (名
称        )  3)リバビリン  4)インターフェロンα*(名称       )  +リバビリン 
5)その他の薬剤 具体的な薬剤名 (                                   )   6)不明 
    注意： *インターフェロンαは、PEG も含め全ての製剤。 
   インターフェロン治療を複数回行った場合は、1 回目のみ記入してください。 
9.治療の結果 ( 3)または 4)の場合は(  )の中の該当するものに○を付けてください) 
1) HCV-RNA 陰性化  2 )HCV-RNA は治療終了時には一次的に陰性化したが、再び陽性 
3) HCV-RNA は治療終了時陽性 (肝機能の値は改善した 肝機能の値も改善しなかった) 
4) (2 回目 3 回目以降)の治療で HCV-RNA が陰性化  5)不明 6)その他 
10.フリーコメント 


