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研究成果の要旨 

小児がんの治療に伴い輸血や血液製剤投与を受けた小児がん経験者のC型肝炎ウイルス(HCV)感染の実態を

調査した。1980 年〜1992 年に小児がんの治療を受け、現在生存している 645 例のうち、444 例が HCV 抗体検

査を受け、93例が HCV 抗体陽性例、54例が HCV-RNA 陽性例であった。HCV-RNA 陽性者のHCV 血清型は 1型が

36例、2型が 11例であった。47例が HCV 感染に対する治療を受けていたが、HCV-RNA 陽性である者のうち 4

例は治療の有無が不明、8 例は HCV-RNA 陽性であっても治療を受けていなかった。治療薬については 1 回目

の治療では IFN のみが 37例(IFN-α35 例、IFN-β2例)、IFN-αおよびリバビリンが 8例、その他および不明

が 2 例あった。29 例(67.4%)は 1 回から 3回の治療で HCV が陰性化したが、14 例では陰性化しなかった。今

回の調査から小児がんの治療を受けた者の約 1/3 は HCV 感染の有無について検査を受けていないことがわか

った。HCV 感染の治療を受けた場合約 70%がウイルスの消失をみたことが判明した。 

 

 

A.研究目的 

 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。

HCV の持続感染によって慢性肝炎から肝硬変、肝がん

に進展する場合が少なくない。近年小児がん経験者の

肝硬変、肝がんの報告が見られるようになった。1989

年に日本赤十字社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

(IFN)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 IFN 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 のサブタイプである血清型 1 型(typeI(1a)、

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 IFN 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 IFN 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。 

  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

するために全体像を把握するための一次調査および

HCV 抗体陽性者におけるウイルス感染状況ならびに治

療についての調査を行うこととした。 

 

B.研究方法 

 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。その後石田班の班員が属する 9 施設

に対し一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

満の現在生存している HCV 感染者について調査を行

った。二次調査として、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血清型、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

ルテ調査を行った。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した施設では倫理審査

を行った。いずれの場合においても、研究の対象者

に対しては、個人情報に十分配慮し、個人が決して

特定できないことなど十分に倫理面に注意して研究

を行った。 

 

C.研究成果 

 二次調査の結果、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 444 名

(68.8%)であった。その中で HCV 抗体陽性は 93 名

(20.9%)であり、HCV-RNA 陽性は 57 名であった。これ

は、HCV 抗体検査を受けた患者全体の 12.8%であった。

なお、HCV 抗体の検査はせずに、HCV-RNA の検査をされ

ていた例もあった。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名あっ

た。HCV-RNA 陽性者の HCV 血清型は 1 型が 36 名、2 型

が 11 名、不明が 10 名であった。ウイルス量について

は、検査法が施設ごとあるいは年代によってまちまち

であったため、明確にはできなかったが、高ウイルス

量(1 meq/ml 以上、100 KIU/ml以上、300 fmol/l 以上)

が 25 名、低ウイルス量(1 meq/ml 以下、100 KIU/ml以

下、300 fmol/l 以下)は 12 名あった。 

 HCV 感染に対する治療を受けたのは 47 名であった。

治療の有無が不明は 4 名あった。HCV-RNA 陽性であっ

ても治療を受けていない者が 8 名あり、その理由は経

済的理由が 2 名、告知をされていないためが 1 名、内

科医より治療は不要といわれたのが 2 名、効果が期待

できないと小児がんの担当医以外に言われたのが 1 名、

不明が 2名であった。 なお、検査を施行した施設での

HCV-RNA の結果は不明であるが、治療は行われている

例もあり、数値が一見矛盾して見えるところがある。

HCV 感染の治療薬については 1 回目の治療では IFN の

みが 37名(IFN-α35 名、IFN-β2名)、IFN-αおよびリ

バビリンが 8名、その他が 1名、不明が 1名であった。

1回から 3回の治療でHCV が陰性化したのが 29名、陰

性化しなかったのが 14名、その他は結果が不明であっ

た。つまり回答結果からは HCV が消失した割合は 67.4%

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、2 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施設は症例により異なっていた。 

 

D.考察 

 今回の調査結果からは、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(日本医科大学小児科)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。 

 一次調査の結果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。二次調査は 65

名について回答が寄せられたが、12名については、質

問に対して完全な答えは得られなかった。 

 輸血により HCV 感染の危険性がある時代に治療を受



けた小児がん経験者で、HCV について検査を受けてい

る者は全体の 70%に満たない。一方 HCV の治療を受け

た場合は約 70%でウイルスの消失を見ている。今後ど

のようにしてより多くの小児がん経験者が HCV 感染の

有無について検査を受けられるようにしていくか模索

し、HCV-RNA が陽性の小児がん経験者にはできるだけ

HCV の治療を受けるように進める必要があると考える。 

 

E.結論 

 小児がん経験者の約 30%は HCV 感染に関する検査

を受けていない。小児がん経験者では 12.6%が

HCV-RNA が陽性であり、HCV の持続感染が認められた。

HCV 感染に対する治療で約 70%がウイルスの消失を

認めた。 
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