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第 75 回日本血液学会学術集会
リンパ系腫瘍：ALL/ML
EL-28 ガイドライン（標準治療)

小児リンパ腫の治療（思春期・若年成人も含めて）
鶴 澤 正 仁
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は日本小児血液学会）から刊行された「小児白血病・リ

1．はじめに

ンパ腫の診療ガイドライン｣2) および日本小児白血病・

小児リンパ腫はわが国の小児期悪性腫瘍の 7∼8％を
占め，神経芽腫に次いで 4 番目に多い疾患である。これ

リンパ腫研究グループ（JPLSG）の臨床研究プロトコー
ル3) に基づいた標準的治療法の解説をする。

に対して欧米では白血病，脳腫瘍についで多く 12∼13％

2．非ホジキンリンパ腫

を占める。その理由は欧米ではホジキンリンパ腫（HL）
と非ホジキンリンパ腫（NHL）の発生頻度がほぼ等し

小児 NHL は白血病と同様に全身性のリンパ系腫瘍な

いのに対し，我が国では HL の発生頻度が極めて少ない

ので初発例に対する外科的手術と放射線治療とはいずれ

ことによる。日本小児血液・がん学会が実施している小

も有効性が期待できず化学療法のみで治療する。これま

児血液腫瘍性疾患の全国登録のデータベースに 2006 年

での限局例を対象にした多くの NHL 治療研究もこの仮

から 2008 年の 3 年間で登録された急性白血病 1,751 例

説を強く支持している4, 5)。また巨大な腹部腫瘍を伴う

（584 例/年）に対してリンパ腫は NHL が 346 例（115

進行例でも，最近の強力な化学療法のみで非常に良好な

例/年），HL が 55 例（18 例/年）であった 。HL には

予後が期待でき，むしろ手術や放射線治療実施による化

男女差は認められないが，NHL は 2∼2.5：1 で明らか

学療法開始の遅れは治療の失敗につながる危険性が高

に男子に多い。HL の発症頻度は特徴的な若年と壮年期

い。造血細胞移植は化学療法反応例には適応はなく，再

以後の 2 峰性がみられるが，NHL ではこのような特徴

発例でのみ考慮する。化学療法は病理診断に基づいて

1)

はみられず年齢とともに増加し，1 歳未満の発症はまれ

① BL と DLBCL の 成 熟 B 細 胞 系 腫 瘍（以 下 B-NHL）

である。

を対象とした短期パルス型治療法，② LBL を対象とし

組織学的には小児リンパ腫は成人のような多様な病型
はなく，バーキットリンパ腫（BL）
，びまん性大細胞型

た多剤併用の急性リンパ性白血病（ALL）型治療法，③
ALCL を対象とした治療法を選択する（Fig. 1）
。

B リンパ腫（DLBCL）
，リンパ芽球型リンパ腫（LBL）
，
未分化大細胞型リンパ腫（ALCL）の 4 つの病型で小児

2-1 成熟 B 細胞系腫瘍

NHL のおよそ 90％を占める（Table 1）
。わが国の病型

治療

別発生頻度は BL が 25∼30％，DLBCL が 20％，LBL が

B-NHL の治療は BL に対してフランスとドイツの研

25％，ALCL が 20％で，欧米に較べると BL が少なく，

究グループにより開発されてきた短期パルス型治療が標

DLBCL と ALCL が多い特徴がある。これ以外には縦隔

準的治療法として確立している6∼9)。また小児では中悪

大細胞型 B 細胞性リンパ腫（PMLBL）
，濾胞性リンパ

性度に分類される DLBCL も高悪性度の BL と同一の治

腫（FL），末梢 T 細胞性リンパ腫（PTCL）
，NK/T 細胞

療法で良好な成績が得られるので同じプロトコールの対

性リンパ腫などもみられるが，いずれも小児では稀であ

象 と し て い る。使 用 薬 剤 は 中 等 量 cyclophosphamide

る。

(CPA）と大量 methotrexate (MTX）が中心で，これに

本稿では 2011 年に日本小児血液がん・学会（公表時

vincristine (VCR)，prednisolone (PSL)，doxorubicin (DOX）
を加えた 5 剤が基本である。CPA の代わりに ifosfamide

あま市民病院管理監

（1770）224

(IFM），DOX の代わりに pirarubicin (THP）が使用され

臨

床

血

液 54：10

ることもある。骨髄や中枢神経（CNS）浸潤例には cy-

実施する。標準治療期間は限局例で 2 カ月，進行例で

tarabine (Ara-C）や etoposide (VP-16）を加える。治療

4∼6 カ月である。CNS 予防は大量 MTX と髄注のみで

期間は 5∼7 日間を 1 コースとして限局例は 2 コース，

頭蓋放射線照射は行わない。また近年では初診時 CNS

進 行 例 は 4∼6 コ ー ス 実 施 す る（Fig. 2）
。病 期 は

浸潤例にも頭蓋照射はおこなわない傾向にある。本治療

Murphy の基準に従う（Table 2）
。進行例では初回コー

法は治療強度が極めて高く，骨髄障害や肝障害から重症

ス治療開始前に pre-phase として急激な体内腫瘍量減少

感染症や敗血症ショックなど重大な有害事象を引き起こ

に伴う腫瘍崩壊症候群の発症を防ぐために PSL と VCR

し，治療関連死も稀ではない。その半面，プロトコール

を主体とした 5∼7 日間程度の治療強度の低い前治療を

治療完遂例では進行例でも 90％前後の症例に完全治癒
が期待できる。したがって，下記の注意事項に十分留意

Table 1

Histological classification of childhood lymphomas

Precursor B/T cell neoplasms
Precursor B lymphoblastic leukemia/lymphoma＊
Precursor T lymphoblastic leukemia/lymphoma＊
Mature B-cell cell neoplasms
Follicular lymphoma

して治療を実施する必要がある。
腫瘍崩壊症候群
小児 NHL は進展が速いため腫瘍崩壊症候群（TLS）
をきたしやすく治療開始時の予防が重要である。TLS
の病態は，腫瘍細胞の崩壊とともに，細胞内に含まれる

＊
Diffuse large B-cell lymphoma（DLBCL）
, NOS

尿酸，リンが腎から排泄されるが，この際，尿酸，リン

Primary mediastinal（thymic）large B-cell lymphoma
Burkitt lymphoma＊

酸カルシウムが腎尿細管に結晶を形成し腎不全を引き起

Mature T-cell and NK-cell neoplasms
Anaplastic large cell lymphoma＊, ALK＋
Peripheral T-cell lymphoma
Hodgkin Lymphoma
Nodal lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma
Classical Hodgkin lymphoma
Nodular sclerosis
Mixed cellularity

こす。カリウムも同時に上昇し高カリウム血症をきた
す。したがって治療開始 12 時間前に十分な輸液，尿の
アルカリ化および尿酸生成阻害剤 allopurinol の投与が
必須である。最近わが国でも発売された遺伝子組み替え
の urate oxydase (一般名ラスブリカーゼ）は allopurinol
に較べて極めて迅速（4 時間以内）に血中尿酸値を低下
させることが可能で TLS の発症予防に大きな効果があ
る10)。

Lymphocyte-rich
Lymphocyte-depleted
＊

common subtypes in childhood lymphomas, NOS, not
otherwise specified

治療間隔と治療開始基準
B-NHL の治療原理は大部分の腫瘍細胞が増殖相にあ
り，かつ細胞回転時間が速いため，早期から繰り返し強

Fig. 1 Treatment schema of childhood lymphoma. Each percentage shows frequency of
histological subtypes. The titles of JPLSG trials are typed in Italic letter.
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Fig. 2

Treatment algorithm of childhood mature B-NHL
Table 2

Murphy s staging

stage I

1）a single tumor or nodal area is involved, excluding the abdomen and mediastinum.

stage II

1）a single tumor with regional node involvement,
2）two or more tumors or nodal areas involved on one side of the diaphragm,
3）a primary gastrointestinal tract tumor（completely resected）with or without regional node involvement.

stage III

1）tumors or involved lymph node areas occur on both sides of the diaphragm.
2）any primary intrathoracic（mediastinal, pleural, or thymic）disease
3）extensive primary intra-abdominal disease,
4）any paraspinal or epidural tumors

stage IV

1）tumors involve bone marrow and/or central nervous system（CNS）
, regardless of other sites of involvement

Bone marrow involvement has been defined as 5％ malignant cells in an otherwise normal bone marrow with normal peripheral
blood counts and smears. Patients with lymphoblastic lymphoma with more than 25％ malignant cells in the bone marrow are
usually considered to have leukemia and may be appropriately treated on leukemia clinical trials.

力な治療を行い，腫瘍細胞に回復する隙を与えずに根絶
することにある。したがって治療コース間隔の安易な延

大量 MTX 療法
MTX は核酸合成に必要な葉酸の代謝拮抗剤で，葉酸

長は治療中の再発抵抗性クローンの出現につながるた

欠乏が 48 時間以上になると骨髄や粘膜の正常細胞に重

め，治療コース終了後に骨髄の回復が認められたら，直

大な障害が発生するため，1 g/m2 以上の大量 MTX を投

ちに次の治療を開始する。通常のコース間隔は前治療開

与する場合は葉酸製剤（calcium leucovorin，LV）を投

始後 3∼4 週であり，5 週以上あけることは可能な限り

与することにより正常細胞を救助（レスキュー）する必

避ける。

要がある。逆に早過ぎるレスキューは腫瘍細胞までレス

コース治療開始基準の条件は好中球 500/ml 以上およ

キューして抗腫瘍効果が低下するので注意する。大量

び血小板 5∼7.5 万/ml 以上であるが，これに加えて骨髄

MTX 療法は血中 MTX 濃度が測定可能で十分な治療経

が回復傾向にあることを確認する必要があり，これは血

験のある施設で実施する必要がある。血中 MTX 濃度は

小板数，網状赤血球比率および末梢血単球比率の増加な

投与開始後 48 時間，72 時間の 2 回は必ず測定する。

どを参考にする。治療間隔が開きすぎる恐れがある場合

MTX 濃度が危険基準値以上（48 時間値で 1 mmol）であ

には G-CSF 投与を考慮してもよいが，フランスの研究

るときには葉酸救助を追加または増量すると共に MTX

では予防的 G-CSF 投与の有効性は認められていない。

が 0.2 mmol 未満になるまで 24 時間ごとに血中濃度を測
定する。
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準アームとしてこれに rituximab を加えた試験アームに

1990 年代前半に実施されたドイツ・オーストリアの

よる比較割り付け試験（Inter-B-NHL）が開始された。

BFM90 研究とフランスの LMB89 研究との長期無イベ
ン ト 生 存 率（event-free survival，EFS）は BFM90 が

2-2

89％，LMB89 が 92％と，大多数の症例に治癒が望める

治療

リンパ芽球型リンパ腫

までになった6∼8)。その後 1996 年から 2001 年にかけて

リンパ芽球型リンパ腫の治療は急性リンパ性白血病類

LMB89 を土台とした英米仏の合同研究 FAB/LMB96 が

似の治療をおこなう。両者は生物学的に近縁であり，全

実施され，1,167 例という多数の B-NHL 症例が登録治

く同一のプロトコールが使用されることも多い12, 13)。リ

療された9∼11)。この試験では登録例は 4 つのグループ

ンパ芽球型リンパ腫の標準的治療は確立されていない

（A 群，病期 I/II の腫瘍摘出例；B 群，病期 I/II の腫瘍

が，これまでに最も良好な治療成績を示したドイツの

非摘出例+CNS 陰性の病期 III/IV；C 群，B-ALL 骨髄浸

BFM90 プロトコール14) を中心とした治療法が使用され

潤 25％以上；D 群，CNS 陽性）に層別化され別個の治

ることが多い。限局例の治療は寛解導入相，強化治療

療が行われた。登録例の 70％を占める B 群では CPA

相，中枢神経予防相，維持療法相から構成され，進行例

，C/D 群では大量 Ara-C (2 g/m2
(3.3 g/m2 vs. 4.8 g/m2）

では更に再寛解導入相，後期強化相を加える。寛解導入

vs. 3 g/m ）と VP-16 (100 mg/m vs. 200 mg/m ）の標

療法は VCR，PSL，l-asparaginase (LASP）の 3 剤を基本

準治療群と減弱治療群への比較割り付け試験が行われ

に，アルキル化剤およびアントラサイクリン系薬剤を加

た。2007∼2008 年 に 公 表 さ れ た 治 療 成 績（4 年 EFS）

える。その後は寛解導入に使用していない薬剤を用いて

は COPAD (CPA+VCR+PSL+DOX）の 2 コースで治

の強化療法，中枢神経予防療法を行った後，維持療法へ

療された A 群が 98％，4 コースで治療された中間リス

と移行する。標準治療期間は 24 カ月である（Fig. 3）。

2

2

2

クの B 群では減弱治療群が 91％，標準治療群が 93％，
8 g/m2の大量 MTX を使用した高リスクの C+D 群では
減弱治療群が 80％，標準治療群が 90％という優れたも

生存予後
これまでに実施された国内外の主要な臨床試験の中で
は BFM90 の成績がもっとも優れており進行例の 5 年

のであった。
成人領域では抗 CD20 モノクローナル抗体である rituximab を組み入れた R-CHOP 療法が標準的治療として

EFS は 90％であり14)，その後に実施された BFM95 研究
でもこれを上回る成績は得られていない15)。

確立されてきたが，小児では余りにも化学療法のみの成
績が良好なこと，および rituximab 投与後長期の免疫系

2-3 未分化大細胞型リンパ腫

におよぼす影響の研究がないことにより比較試験の実施

治療

は慎重に検討されてきた。その結果，2012 年には欧州

皮膚原発型に対しては無治療経過観察が原則であ

の European Intergroup for Children Non Hodgkin7s

る16, 17)。経過観察中に皮膚以外の部位に病変が出現して

Lymphoma (EICNHL）と 米 国 の Children7s Oncology

くるようであれば，下記に示す全身型としての治療を行

Group (COG）による国際共同研究として FAB96 を標

う。全身型では B-NHL に用いられる短期集中型多剤併

Fig. 3

Treatment algorithm of childhood lymphoblastic lymphoma
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用化学療法が標準である18∼20)。薬剤は CPA/IFM，MTX，

の成績が発表された。これによれば crizotinib 単剤でも

dexamethasone (DEX)/PSL，Ara-C を中心とし，これに

既存治療抵抗性の ALCL9 例中 7 例に完全寛解が得られ

DOX や VP-16 を組み合わせる。治療コースは，stage I

ている23)。現在 EICNHL でも ALK-PCR，抗 ALK 抗体に

および全摘された stage II には 3 コース，それ以外は 6

よりリスクグループを設定し24)，ALCL99，VLB，VLB+

コースが適切である（Fig. 4）
。放射線療法は原発巣と異

crizotinib, ALCL99+crizotinib などの臨床試験が検討さ

なる部位からの再発が多いことから推奨されない。造血

れている。

細胞移植は骨髄浸潤の頻度が低いことを根拠に，同種の

3．ホジキンリンパ腫

みならず自家移植も施行されているが，近年の欧米の治
療戦略において，少なくとも第一寛解期に造血細胞移植
を位置づけているものはない。

ホ ジ キ ン リ ン パ 腫（古 典 的 ホ ジ キ ン リ ン パ 腫：
Classical Hodgkin lymphoma）に対する標準的な治療戦
略は，多剤併用化学療法と初発時に腫瘍が存在したリン
パ節領域（Involved Field）を照射野とする低線量放射

生存予後
EICNHL に よ り 1999 年 か ら 開 始 さ れ た ALCL99 は

線照射の併用である。この戦略により全体の 90％以上

2003 年度から我が国も欧州以外から唯一参加した最大

に治癒が期待できる25)。治療強度は主として病期26) に

規模の ALCL 国際共同研究第 3 相試験で，まれな皮膚

応じて選択されるが，一般に組織型による治療の選択は

限局例，stage I 全摘例，中枢神経浸潤陽性例を除く大

行われていない。

多数の例に対して，BFM 方式の短期パルス型化学療法

ホジキンリンパ腫は小児がんの中でも治癒率の高い疾

の有効性の追試を行うとともに，臓器浸潤（肺，肝，脾，

患のひとつである一方で，治療における最大課題として

縦隔，皮膚）の予後因子としての有用性，寛解導入療法

二次がん，不妊，心障害を中心とする晩期合併症が挙げ

の MTX と維持療法の vinblastine (VLB）の無作為割付

られる27∼31)。従って，現在の小児ホジキンリンパ腫に

（1 次割り付け：MTX 1 g/m in 24h vs. 3 g/m in 3h；2

おける治療目標は効果を維持しつつ晩期障害をどの程度

2

2

次割り付け：VLB 併用の有無）の有効性について検証

少なくできるかである。

された19∼21)。この結果 MTX 1 g アームと 3 g アームの 2
年 EFS は 73.6％と 74.5％で有意差がないことが明らか
にされた。VLB 併用の効果に関しては残念ながら有意
な結論は得られていない。

3-1 早期例
早期例（病期 I，IIA かつ巨大腫瘤を有しない症例）
に対しては，多剤併用化学療法 2∼4 コースと低線量

ALCL99 研究以後，新たな予後因子として患者血液中

Involved Field (IF）照射 15∼25 Gy の併用療法を行う。

の抗 ALK 抗体や残存腫瘍量としての ALK-PCR 測定の

現在，用いられる代表的なレジメンとして，

意義が明らかにされてきた 。 最近，米国の COG か

①アルキル化剤とともにドキソルビシンも除外した

ら分子標的薬の ALK 阻害剤 crizotinib による第 1 相試験

VBVP 療法（ビンブラスチン，ブレオマイシン，ビン

22)

Fig. 4
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されていた40)。このようにわが国では小児 HL の発症が
き わ め て 少 数 で 標 準 的 治 療 が 定 ま っ て い な い た め，

32)

②VAMP 療法（ビンクリスチン，ドキソルビシン，メ
トトレキサート，プレドニゾロン）4 コースと IF 照

JPLSG では推奨プロトコールを用いた大規模観察研究
を計画中である。

射 15.5∼25 Gy 33)

4．思春期・若年成人リンパ腫

③OEPA (ビンクリスチン，エトポシド，プレドニゾロ
ン，ドキソルビシン：男)/OPPA (ビンクリスチン，
プロカルバジン，プレドニゾロン，ドキソルビシン：

4-1 予後因子と生物学的特徴
白血病に較べると，AYA リンパ腫の予後や生物学的
特徴に関する情報は未だに限定的である。Burkhardt ら

女）
2 コース+IF 照射 25 Gy

は BFM の NHL 研究に登録された 2,084 例という多数

31, 34, 35)

の 3 つが挙げられる。

の症例を対象に予後因子解析を行った結果，T-LBL と

これらの報告された EFS は 90％以上である。ただ

DLBCL においては 15-18 歳の女子が他の年齢層（0∼4，

し，化学療法への反応不良例には照射の追加あるいは化

5∼9，10∼14）に比べて有意に予後不良であったが，男

学療法の変更が行われている。放射線照射の省略につい

子ではこのような年齢による差は認めなかったと報告し

ては検討の段階にある35, 36)。化学療法後に完全寛解と

ている41)。DLBCL では DNA マイクロアレイによる発

なった症例に対して照射を省略する試みが行われ，照射

現解析結果で胚細胞型（Germinal center like: GC タイ

群とほぼ同等の成績が報告されている31, 35, 37, 38)。

プ）と活性化 B 細胞型（Activated B-cell like: ABC タイ
プ）に 分 け ら れ る42)。GC タ イ プ は 免 疫 組 織 染 色 で

3-2 進行例

CD10，B cell lymphoma (Bcl) 6，multiple myeloma

進行例（病期 IIB∼IV，あるいは巨大腫瘤を有する症

(MUM）1 蛋白が陽性で，ABC タイプよりも予後良好

例）に 対 し て は，多 剤 併 用 化 学 療 法 4∼8 コ ー ス と

であるが，増殖因子（MIB1）
，Bcl2，c-Myc の高発現は

Involved Field (IF）低線量照射 20∼25 Gy の併用療法を

予後不良因子とされている43)。小児の DLBCL では予後

行う。

良好な GC タイプが約 80％と多く，MIB1 と c-Myc の

現在，用いられる代表的なレジメンとして，
①OEPA (男)/OPPA (女)-2 コース+COPP-2∼4 コー
ス+局所照射 20/25 Gy

高発現，Bcl2 の低発現などが特徴である44, 45)。最近，
Klapper らは小児から成人までの幅広い世代の DLBCL
を対象に遺伝子発現解析，染色体分析，染色体コピー数

34, 35)

OEPA (男)/OPPA (女)-2 コース +COPDAC (男)/

解析，免疫組織染色，病理診断など多数の因子を用いて

COPP (女)-2∼4 コース+局所照射 20/25 Gy 31)

年齢との関連の有無をロジステイック回帰分析した結

②COPP/ABV-6 コース:IF 照射 21 Gy

36)

果，これらの因子は年齢と共に連続的な変化を呈してお

③高 用 量 の BEACOPP 4 コ ー ス+反 応 良 好 群 に は

り AYA 世代を含めて一定の年齢層に特異的な変化は認

COPP/ABV 4 コース（女）あるいは ABVD 2 コース

められなかったと報告している46)。元来，リンパ腫は白

+IF 照射（男）を追加，反応不良群には BEACOPP 4

血病と比較すれば極めて多様性に富む腫瘍であり，成人

コース+IF 照射を追加

の DLBCL でも GC タイプと ABC タイプの両者で全て

39)

などの報告があり，概ね 80％以上の EFS が報告されて

が分類できるわけではない。言い換えればリンパ腫の遺

いる。これらの治療は，MOPP/ABVD 8∼12 コースあ

伝子発現解析結果は分化段階における正常の発現か，リ

るいは ABVD 6 コース+IF 照射という 1980 年代の標準

ンパ腫発症や病態に関するゲノム異常の結果の異常発現

的治療に比べて，より高い治癒率および晩期障害の軽減

であるのかを常に考慮して解釈する必要がある。

が期待できる点で優っている。ただし，化学療法に対す
る反応が不良であった場合には追加照射が行われ，ま

4-2

組織型別の治療法

た，化学療法で完全寛解に導入された症例に対しては照

15 歳から 20 歳未満に発生するリンパ腫は成人グルー

射の省略も考慮される。その場合にも，巨大腫瘤を有す

プに較べて小児グループの治療成績が良いとする報告が

る例については照射を行うことが標準的治療と考えられ

ある47, 48)。一方，20 歳から 30 歳未満の若年成人のリン

る。

パ腫は頻度が希な事もあり，まとまった治療成績の報告

JPLSG は 2002 年に全国の小児がん治療施設を対象に

はない。しかしながら多くの成人グループの試験では

小児 HL の全国調査を行った。その結果，治療レジメン

30 歳未満の若年成人は小児型レジメンで特別な有害事

は COPP/ABVD 療 法 が 1/3 を 占 め て い た が，そ の 他

象の増加はなく十分に治療可能であると報告してい

2/3 では施設判断で様々なレジメンと放射線療法が実施

る49∼59)。現在までに国内での研究報告はないが，筆者
229（1775）
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らが 2009 年に日本小児白血病リンパ腫研究グループ

明な予後の改善が得られており，若年者を含んだ成人

（JPLSG）の リ ン パ 腫 委 員 会 で 実 施 し た AYA 世 代

（18∼60 歳）のもっともすぐれた報告は MabThera In-

（16∼30 歳）のリンパ腫治療全国調査結果では 113 施設

ternational Trial (MInT）で 3 年 無 イ ベ ン ト 生 存 率 が

中 21 施設から計 26 例（初発 21 例，再発 5 例）の治療

79％と報告されている62)。上述したフランスの研究で

報告があった。組織病型別では DLBCL 10，BL 3，ALCL 5，

は，成人グループ（GELA）のプロトコールで治療され

LBL 7，NK/T 1，年齢中央値は 16.4 歳（15.5∼22.5 歳），

た DLBCL の 3 年無イベント生存率 83％に対して，小

初発 21 例の 3 年生存率と無イベント生存率はそれぞれ

児 グ ル ー プ（LMB）の プ ロ ト コ ー ル で 治 療 さ れ た

81％と 74％で，フランスグループからの報告47) とほぼ

DLBCL の生存率は 77％と報告されている48)。このよう

同様であった。以下に代表的な組織病型に対する治療法

に両者の予後の差は認められなくなっているが，治療薬

を解説する。

剤の種類と投与量を比較すると大きな差が存在する。す
なわち成人型プロトコールは小児型に較べて晩期毒性が

リンパ芽球型リンパ腫

懸念されるエンドキサンとアントラサイクリンの累積投

思春期・若年成人の LBL の治療は成人の高悪性度リ

与量が 1.5∼3 倍と多く，晩期毒性が少ない代謝拮抗剤

ンパ腫の治療法よりも，小児の BLL に使用される ALL

である大量メソトレキサートが使用されていない63)。し

。1984∼2001 年に

たがって思春期の患者および不妊症や心筋障害を危惧す

登録治療された 15 歳から 20 歳の非ホジキンリンパ腫

る若年成人の治療には小児型プロトコールが初回治療と

341 例を対象にしたフランスの後方視的研究でも，成人

して推奨される。

型の治療法の成績が優れている

49∼52)

グループ（GELA）のプロトコールで治療された LBL の
3 年 無 イ ベ ン ト 生 存 率 38％ に 対 し て，小 児 グ ル ー プ
（LMB）のプロトコールで治療された LBL の生存率は

著者の COI（conflicts of interest）開示：本論文発表内容に関連
して特に申告なし

78％と有意に（P/0.03）優れていたことが報告されて
いる48)。
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