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はじめに
重症再生不良性貧血（再不貧）は，前方視的比較試験によって従来の治療法と比較して，
HLA 適合同胞からの同種骨髄移植が優れていることが示された最初の疾患であり，以来，
同種骨髄移植の最も良い適応の１つと考えられている１）。一方，1990 年代に入り抗リンパ
球グロブリン（ALG）/ 抗胸腺細胞グロブリン（ATG）とシクロスポリン（CyA）による免
疫抑制療法が導入され，HLA 適合同胞からの同種骨髄移植と遜色ない全生存率が得られて
いる２，３）。しかしながら，とりわけ小児における移植の適応を論じるにあたっては，全生
存率だけではなく，生活の質に影響を与える造血能の回復度合い，また，治療による晩期
合併症についても考慮すべきである。すなわち，免疫抑制療法では，不完全な造血能の回
復，再発，長期生存例における骨髄異形成症候群（MDS）や急性骨髄性白血病（AML）へ
の移行などが４，５），同種移植では，拒絶や二次性造血不全，慢性 GVHD，二次がんなどの
問題がある。
再不貧に対する非血縁者間骨髄移植の治療成績は，2000 年以降めざましい向上がみら
６〜８）

れ

，免疫抑制療法が無効な小児再不貧の救済療法として確立された治療法と言える。新

たな検討課題として，2008 年改訂の WHO 分類で提唱された小児不応性血球減少症
（RCC）
の取り扱いと小児再不貧との関係が挙げられる。改訂版 WHO 分類に従うと従来小児再不
貧と診断されてきた中に RCC に相当する症例が一定割合存在するが，免疫抑制療法への
反応性や MDS/AML への移行に大きな違いはみられず，これらを軽微な異形成の有無で
厳密に分ける臨床的意義は不明確である９〜 11）。一方，RCC に相当する症例と再不貧では移
植成績が異なる可能性が示唆されており，それぞれにおける至適前処置法の確立は検討課
題である。

．対象患者
わが国における小児再不貧患者の年間発症数は，70 〜 90 人と推定されるが，そのうち移
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表１
最重症

再生不良性貧血の重症度分類
重

症

中等症

重症で，かつ，

好中球数＜ 500/μL

好中球数＜ 1,000/μL

好中球数＜ 200/μL

血小板数＜２万 /μL

血小板数＜５万 /μL

網状赤血球数＜２万 /μL

網状赤血球数＜６万 /μL

少なくとも上記のうち２つを 少なくとも上記のうち２つを満
満たし，最重症でないもの

たし，最重症，重症でないもの

わが国では，厚生労働省の特発性造血障害調査研究班から５段階の重症度分類が提唱
されているが，国際的には表の３段階分類が用いられている。
（筆者作成）

植適応となる最重症 / 重症例は 50 〜 60％である 12）。このように稀少疾患であるので，小
児再不貧のみを対象にした無作為割付試験は，世界的にもほとんど存在しない。表１に，
治療選択に必要な重症度分類を示す。

．移植の適応
小児再生不良性貧血の移植適応については，世界的にも無作為割り付け臨床試験など高
いエビデンスレベルの臨床研究は行われていないので，日本造血細胞移植学会小児再生不
良性貧血ガイドライン部会に所属する専門医の意見に基づいて表２を作成した。

１．最重症 / 重症例に対する移植適応
初回治療例に関しては，HLA 適合血縁ドナーが得られた最重症 / 重症例は移植の絶対的
適応である。HLA 適合血縁ドナーが得られなければ，日本骨髄バンクに登録を行った後
に免疫抑制療法を開始する。免疫抑制療法の効果は治療開始６カ月で判定する。免疫抑制
療法に反応がみられなければ，HLA 適合非血縁，HLA 1 アリル不適合非血縁，あるいは
HLA 1 抗原不適合血縁者間移植を考慮する。HLA 2，3 抗原不適合血縁ドナー，HLA 2 ア
リル以上不適合非血縁骨髄や非血縁者間臍帯血は，他に幹細胞ソースがなく，かつ，支持
療法だけでは長期生存が見込めない場合選択されうるが，標準的治療とは言えない。

２．中等症例に対する移植適応
初回治療としては免疫抑制療法を選択し，治療への反応がみられず，輸血依存の場合に
は，HLA 適合血縁ドナーからの移植が考慮される。中等症から重症に移行した場合には，
重症例に準じた適応を考慮する。
最重症 / 重症例の一部および中等症例の多くが 2008 年改訂 WHO 分類に従うと RCC に
相当すると考えられるが，予後不良な染色体異常のない RCC 症例における移植適応は再
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表２

小児再生不良性貧血に対する移植適応

重症度

HLA 不適合血縁

HLA 適合血縁

HLA 適合非血縁

Ｓ

GNR

GNR

GNR

GNR

GNR

Ｓ

Ｓ

Dev

GNR

GNR

GNR

非血縁臍帯血

初回治療例
最重症 / 重症
中等症
免疫抑制治療法不応例
（６カ月の観察期間の後に判定）
最重症 / 重症
中等症

Ｓ：standard of care 移植が標準治療である
CO：clinical option 移植を考慮してもよい場合
Dev：developmental 開発中であり，臨床試験として実施すべき
GNR：generally not recommended 一般的には勧められない
HLA 適合血縁者間移植は最重症 / 重症例には第１選択である。
（筆者作成）

不貧と同様と考えられる。

３．移植前処置の選択
１）HLA 適合血縁者間移植
小児再不貧および 30 歳未満の成人再不貧に対する HLA 適合血縁者間移植の前処置と
しては，Seattle から提唱された大量シクロホスファミド（CY）＋ ATG が標準的に用いら
れている 13）。日本小児再不貧治療研究会による HLA 適合血縁者間移植の解析では，移植
前に免疫抑制療法（ATG ＋ CyA）が施行された患者に生着不全の頻度が高いことが明らか
となった 14）。従って，HLA 適合血縁ドナーが得られる最重症 / 重症例は速やかに移植を
行うことが望ましい。また，何らかの理由で免疫抑制療法後に HLA 適合血縁ドナーから
の骨髄移植を行う場合は，低線量の全身放射線照射（TBI）の追加や後述するフルダラビン
（FLU）＋メルファラン（MEL）の採用など前治療の強化が必要である。2008 年改訂 WHO
分類における RCC に相当する症例においても前処置の強化が推奨される（後述）。海外か
らの報告では，照射レジメンの使用は二次がんのリスクを高めるとされ，小児では成長や
妊孕性の観点から推奨されていない 15）。国内からは，日本小児再不貧治療研究会による検
討，および成人を対象とした「特発性造血障害に関する研究班」の全国調査においても，
照射レジメン後の二次がんの頻度は低く，非照射レジメンと差を認めていない 16）。30 歳以
上の成人患者では，EBMT の報告からフルダラビン（FLU）＋ CY ＋ ATG の前治療によ

148

り従来の大量 CY ＋ ATG よりも高い長期生存率を得られることが示され，わが国において
も採用されている 17）。GVHD 予防としての免疫抑制剤は，通常の CyA ＋短期 MTX が推
奨される 18）。

２）代替ドナー（非血縁者および HLA 1 抗原不適合血縁者）からの移植
免疫抑制療法に反応がみられない小児再不貧患者に対する救済療法として，HLA 適合非
血縁者間移植は確立された治療法である 19）。また，小児再不貧における HLA 1 アリル不適
合非血縁，あるいは HLA 1 抗原不適合血縁者間移植の成績も期待できる 20，21）。これらの
移植における標準的前処置法は定まっていないが，FLU の採用に加え治療関連毒性の軽減
を目的として，CY を減量したレジメンが主流である。EBMT では，14 歳未満の患者では
FLU ＋ CY（1,200 mg/m2）＋ ATG，14 歳以上の患者に対してはこれに TBI（２ Gy）を加
えた移植前処置法が使用されている 22，23）。わが国においても 2000 年代に入り FLU が導入
され，日本小児再不貧治療研究会では 2001 年以降，非血縁者間移植の前処置として FLU
＋減量 CY（750 mg/m2 ×４）＋ ATG（＋低線量 TBI）を用いたレジメンが提案された。
ほぼ同時期には，急性白血病における全国共同研究を背景に，代替ドナー移植の GVHD
予防としてタクロリムス（FK）＋短期 MTX の併用が定着した。これらにより，代替ドナー
からの移植後生存率は大きく向上したが，一方で近年，二次性生着不全やドナー型造血不
全（生着後に完全ドナーキメリズムが得られているにもかかわらず，二次性の造血不全を
呈する）の増加が問題となっている。日本造血細胞移植学会小児再不貧ワーキンググルー
プによる小児再不貧 660 例の TRUMP データ解析から，FLU 導入に伴う CY の減量がド
ナー型造血不全の増加に寄与したと結論づけられた 24）。一方，移植前の免疫抑制療法の既
往，2008 年改訂 WHO 分類における RCC 相当例であることがレシピエント側の危険因子
として同定された 24，25）。
RCC および免疫抑制療法後の再不貧における骨髄細胞密度は再不貧初発時に比べ高く，
このような症例に対しては，骨髄抑制効果を強化したレジメンが適する。日本造血細胞移
植学会小児再不貧および小児 MDS ワーキンググループでは，骨髄抑制効果を強化したレ
ジメンとして FLU ＋ MEL ＋ ATG（＋低線量 TBI）による骨髄移植の成績を後方視的に
検討し，症例数は少ないものの全例で生着生存が得られ，二次性生着不全やドナー型造血
不全がないことを示した。日本小児再不貧治療研究会では RCC および移植前の骨髄細胞
密度が低くない再不貧症例に対する移植前処置を見直し，FLU ＋ MEL ＋ ATG（＋低線
量 TBI）を推奨レジメンとした。移植前の骨髄細胞密度が低い典型的な再不貧症例ではこ
れまで通り FLU ＋ CY ＋ ATG ＋低線量 TBI が，いずれにおいても GVHD 予防としては
FK ＋短期 MTX が推奨される。
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表３

小児後天性造血不全症に対する移植（推奨前処置および GVHD 予防）
HLA 適合血縁者間骨髄移植

．再生不良性貧血
CY
50 mg/kg/d ×４
ATG

1.25 mg/kg/d ×４

代替ドナーからの骨髄

day -5 〜 -2
day -5 〜 -2

FLU
CY

25 mg/m2/d ×５
2

750 mg/m /d ×４

ATG 1.25 mg/kg ×４
．小児不応性血球減少症（RCC）
FLU 25 mg/m2/d ×５
day -7 〜 -3
2

TBI

3Gy ＊

FLU

25 mg/m2/d ×５

day -7 〜 -3
day -6 〜 -3
day -5 〜 -2
day -1

2

day -7 〜 -3

MEL

70 mg/m /d ×２

day -4 〜 -3

MEL

70 mg/m /d ×２

day -4 〜 -3

ATG

1.25 mg/kg ×４

day -5 〜 -2

ATG 1.25 mg/kg ×４

day -5 〜 -2

TBI
GVHD 予防：CyA ＋ short MTX

3Gy ＊

day -1

GVHD 予防：FK ＋ short MTX

＊

眼球遮蔽併用（可能であれば性腺遮蔽併用）
再生不良性貧血と RCC の鑑別は病理医の診断に基づく。
（筆者作成）

３）その他の代替ドナーからの移植
標準的な前処置法は確立されていない。非血縁者間臍帯血移植では ATG の使用は推奨
されない 26）。
前述のように小児再不貧（改訂 WHO 分類の RCC に相当する症例も含む）は，稀少疾患
であり，高いエビデンスレベルをもつ移植前処置法の報告はない。日本小児再不貧治療研
究会では上述のように後方視的研究の結果を蓄積し，表３のような移植方法を推奨してい
る。移植方法を統一した前方視的検討により，わが国における小児再不貧の至適前処置法
の確立が期待される。

．幹細胞ソースの選択
小児の再不貧患者を対象に末梢血幹細胞移植と骨髄移植を後方視的に比較した European Group for Blood and Marrow Transplantation（EBMT）と Center for International Blood and Marrow Transplant Research（CIBMTR）からの報告では，末梢血幹
細胞移植群は骨髄移植群と比較して，統計学的に有意に慢性 GVHD の頻度が高く，生存
率も劣っていた 27）。また，非血縁臍帯血移植においては，報告症例が少なく，非血縁者間
骨髄移植と比較して生着不全や感染症死の頻度が高く，十分な成績が得られていない 26）。
現時点では，再不貧患者に対する造血幹細胞移植の幹細胞ソースとしては，骨髄を選択す
べきである。
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．治療成績
１．免疫抑制療法
ドイツ / オーストリアでは，最重症（97 人）
，重症（49 人）の小児再不貧患者を対象に，
ATG，シクロスポリン，G-CSF の併用療法を行ったところ，治療開始１年後の有効率は
最重症例が 69％，重症例が 44％であった。５年生存率は，最重症例が重症例と比較して統
計的学的に有意に優れていた。（93％ vs 81％，ｐ＜ 0.001）28）。
わが国では小児再生不良性貧血治療研究会が小児再不貧を対象に多施設共同研究を行っ
ている。最重症例（50 例）は，ATG，シクロスポリン，ダナゾール，重症・中等症例は，
ATG，シクロスポリン，ダナゾールを基本に G-CSF 投与群（35 例）と非投与群（34 例）に
無作為に割り付けられた。６カ月後の有効率は，最重症群（71％），G-CSF（＋）群（55％），
G-CSF（−）群（77％）であった。MDS/AML への移行は各群に１例ずつみられた。免疫
抑制療法に反応がみられなかった 18 例と再発した４例を対象に救済療法として同種骨髄
移植が施行され，うち 19 例が生存中である。治療開始４年後の生存率は，最重症群は 83 ±
７％，G-CSF（＋）群は 91 ±５％，G-CSF（−）群は 93 ±６％であった 29）。このコホート
を中央値で 11 年間経過観察した長期予後の検討では，生存率は 83 ±４％，再発率は 32％
±６％で，G-CSF（＋）群と G-CSF（−）群との間で，生存率，再発率の差はみられていな
い。経過中に４例が MDS へ移行したが，うち３例にモノソミー ７が検出された 30）。

２．同種骨髄移植
造血細胞移植学会の全国調査報告によると，わが国における 16 歳未満の小児再不貧に
対する血縁者間骨髄移植は，1991 年から 2012 年までの 21 年間に 410 例行われ，その５年
生存率は 92.7％であった。また同期間に，非血縁者間骨髄移植は 271 例に行われ，その５
年生存率は 86.9％であった 31）。一方，この期間に非血縁臍帯血移植は 21 例に行われ，５年
生存率は 65.2％であった 31）。
非血縁者間骨髄移植の治療成績は，DNA タイピングの導入，FLU の採用，GVHD 予防
法の改良などにより，2000 年以降大幅に向上している。EBMT からの報告では，1991 〜
1996 年および 1997 〜 2002 年に非血縁者間骨髄移植が施行された症例の生存率はそれぞ
れ 38％，65％であった 32）。わが国においても JMDP を介して行われた非血縁者間骨髄移
植の解析により，近年の大幅な全生存率の向上（1993 〜 2000 年の 55.9 ± 4.6％から 2001
〜 2005 年の 72.7 ± 3.8％へ）が認められた８，33）。
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３．同種骨髄移植と免疫抑制療法の比較
小児再不貧に対する同種骨髄移植および免疫抑制療法後の全生存率はともに 90％前後
であり，両治療間に差はみられない 34）。治療の選択にあたっては，とりわけ小児において
は，全生存率だけではなく生活の質に影響を与える造血能の回復度合い，また治療による
晩期合併症についても考慮すべきである。免疫抑制療法では，不完全な造血能の回復，再
発，長期生存例における MDS や AML への移行などを４，５），同種移植では，拒絶や二次
性造血不全，慢性 GVHD，不妊，二次がんなどを留意すべきである。日本小児再不貧治療
研究会と造血細胞移植学会小児再不貧ワーキンググループによる初回治療としての HLA
適合血縁者間骨髄移植と免疫抑制療法の成績比較では，Failure Free Survival は HLA 適合
血縁者間骨髄移植前の方が有意に高かった（87％ vs 56％）34）。

４．免疫抑制療法に反応がみられない患者に対する救済療法
日本小児再不貧治療研究会の AA-97 研究において，最重症 / 重症再不貧 201 例のうち，
初回免疫抑制療法無効の 60 例の救済療法について比較試験が行われた 19）。治療開始後５
年無病生存率は，alternative donor（HLA 適合非血縁者，非血縁者間臍帯血，HLA 不一
致血縁者）による移植群（84％）が ATG 反復投与群（10％）を大きく上回った。免疫抑制
療法開始後６カ月で反応がみられない場合は，代替ドナーからの同種骨髄移植を選択すべ
きである。
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