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は じめに

造血器悪性腫瘍とは、血液、骨髄、

リンパ節が侵されるがんの総称で、白

血病、リンパ腫、骨髄腫などがありま

す。これらの臓器は血流やリンパ流に

よって密に連絡しており、この流れを

介して早期から全身に広がる傾向があ

ります。この点は胃がんや肺がんが末

期に転移をおこすのと対照的で、悲観

する必要はありません。治療は、血流

やリンパ流にのって全身の病変にいき

わたる抗がん剤などの薬物療法が主体

となります。造血器悪性腫瘍は数ある

がんの中でも最も抗がん剤や放射線療

法が有効で、治癒が期待できる代表的

な疾患です。そのため正確に診断し

て、一人一人の患者さんに最適な治療

法を選択していきます。診断を受ける

と当然ショックですが、私たちは患者

さんを支援していきますので、悲観せ

ず希望を持って治療していきましょ

う。

診 断

造血器悪性腫瘍には、白血病、悪性

リンパ腫、多発性骨髄腫などが含まれ、

大まかに、骨髄（骨の中に存在する柔

組織で、血液細胞を産生します）を増

殖主体にする病気（白血病、多発性骨

髄腫）とリンパ節（リンパ球が存在し、

細菌等の異物除去といった免疫反応に

重要な役割を果たします）を増殖主体

にする病気（悪性リンパ腫）に分けら

れます。骨髄が侵されると、正常の血

液産生が障害されるため、貧血や血小

板減少等の血球減少が認められたり、

骨痛が生じたりします。また、リンパ

節が侵されると、リンパ節が腫れてき

たりします。上記のような様々な症状

や血液検査所見から、造血器悪性腫瘍

を疑い、最終的には、骨髄やリンパ節

の組織検査を施行することにより診断

を確定します。

１．骨髄穿刺・生検

原則として腸骨(臀部の骨)、腸骨か

らの骨髄穿刺が不可能な場合は胸骨

（胸の真中の骨）に局所麻酔をして、骨

髄穿刺針を骨に刺し、骨の内部（骨髄）

まで押し進めます。針先が骨髄に入っ

たところで注射器を穿刺針につなぎ、

陰圧をかけて骨髄液を数ml吸引しま

す。検査は約10分ほどで終わります

が、麻酔をする時、骨髄液を吸引する

時に痛みがあります。必要に応じて、

骨髄の組織を採取する骨髄生検を腸骨
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より行います。白血病では、異常な白

血球（白血病細胞）が増加するため、

血液や骨髄液を顕微鏡でみて診断しま

す。急性と慢性があり、また、骨髄性

とリンパ性に分けられます。白血病は

タイプにより、抗癌剤の種類や効きや

すさが違ったりしますので、白血病細

胞の遺伝子や染色体解析等が必要にな

ります。多発性骨髄腫は、骨髄で異常

な形質細胞（免疫グロブリンを産生す

るリンパ球の一種）の増加を認め、ま

た採血検査で血清中にM蛋白やフリー

ライト鎖（骨髄腫細胞が産生する免疫

グロブリン蛋白の増加）を認めること

により、診断されます。

２．リンパ節生検

リンパ節の腫脹を認めた場合、良悪

性の区別は診察のみでは困難なことも

多く、しばしば生検（リンパ節を外科

的に切除し顕微鏡で調べる検査）が必

要になります。悪性リンパ腫は、組織

検査で低悪性度群や中・高悪性度群、

B細胞性やT細胞性等、種々のタイプ

に分類されます。

タイプに応じて治療方針が異なるた

め、詳細かつ正確な組織検査が必要で

あり、そのため、ある程度の大きさの

リンパ節を丸ごと採取する必要があり

ます。場合によっては、悪性リンパ腫

は、リンパ節以外の臓器（消化管や甲

状腺等）に生じることもあり、この場

合も診断のためには、同部位からの組

織検査が必要になります。

３．その他

骨髄検査やリンパ節生検の検査で、

診断が確定すると、病気の広がりを調

べるために以下の検査を施行します。

全身骨X線写真

多発性骨髄腫は骨を侵すため全身の

骨を評価する必要があります。

全身CT検査、PET-CT検査

悪性リンパ腫は病変が広範にわたる

ことがあるため、全身CT検査や

PET-CT検査で、全身のリンパ節等を

検索します。また、骨髄にも病変が及

ぶことがあるため、骨髄穿刺・生検等

の検査も施行することがあります。病

変の広がり具合は治療方針に影響する

ため、正確な評価が必要となります。

薬 物療法（急性白血病）

１．急性白血病の寛解導入療法

とは？

急性白血病の場合、全身にがん細胞

が広がっているため、手術や放射線な
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どで治すことは困難です。しかし、他

のがんに比べ、急性白血病は抗がん剤

が効きやすい病気です。進行が早いた

め、診断がつきしだい一刻も早く、抗

がん剤治療（化学療法）を開始する必

要があります。まず、寛解導入療法を

行います。これは、骨髄中に白血病細

胞がいない完全寛解状態（白血病細胞

が５％以下）を目標とした強力な化学

療法です。正常の造血が回復するま

で、約１か月かかります。寛解導入療

法で完全寛解が得られても、まだ体内

に多くの白血病細胞が残っています。

白血病の治癒のためには、完全に白血

病細胞を根絶させること（Total cell

kill）が必須とされています。したがっ

て、寛解導入療法後、さらに寛解後療

法（地固め療法、維持療法、あるいは

造血幹細胞移植）を行います。

２．寛解後療法とは？

予後良好や中間群の人は、化学療法

を継続して行っていきます。白血病細

胞中に特定の染色体異常がみられた

り、完全寛解まで時間がかかった場合

には、再発の危険が高いことがわかっ

ています。このような予後不良（治療

見通し）群の人は、地固め療法の段階

で造血幹細胞移植を行います。さら

に、分子生物学的な検査法の進歩によ

り、体内に残存する微小なレベルの白

血病細胞（微小残存病変：MRD）の有

無を測定することで、治療の方針を決

定することもできるようになりまし

た。急性リンパ性白血病や一部の急性

骨髄性白血病では、脳や脊髄(中枢神

経)に白血病細胞が浸潤することがあ

ります。抗がん剤は中枢神経に移行し

にくいため、直接抗がん剤を中枢神経

系に投与する髄腔内注射や放射線療法

を、寛解後療法中に行うことがありま

す。

３．化学療法の副作用は？

抗がん剤共通の副作用である嘔気や

骨髄抑制が、白血病の治療でも認めら

れます。嘔気は、制吐剤により軽減す

ることができます。骨髄抑制とは、抗

がん剤が正常な造血細胞にも障害を与

えるため、白血球、赤血球、血小板が

減少することをいいます。白血球がゼ

ロ近くまで減少するので、感染症を予

防するために、しばしば無菌室で治療

が行われます。最近では、G-CSFと

いう薬剤を使って白血球の数を速やか

に回復させることができるようになり

ました。赤血球が減少すると動悸や息

切れなどが、血小板が減少すると出血
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をおこしやすくなるので、赤血球や血

小板輸血を行います。病型（骨髄性か

リンパ性か）で違った抗がん剤を使用

します。化学療法では、薬剤によって

特徴的な副作用がある数種類の抗がん

剤を併用して使うので、専門医による

十分な管理が必要になります。

４．分子標的治療とは？

近年、がん細胞を直接狙った分子標

的治療が注目されています。急性白血

病の治療は、がん治療の中で、その先

駆けをなしてきました。予後良好であ

る「急性前骨髄球性白血病」では、寛

解導入療法としてレチノイン酸（ビタ

ミンA）を内服して、白血病細胞を成

熟した白血球に分化させる「分化誘導

療法」を行い、完全寛解を目指します。

化学療法のみでは極めて予後不良で

あった「フィラデルフィア染色体陽性

急性リンパ性白血病」では、白血病の

原因であるフィラデルフィア染色体異

常に直接作用するイマチニブやダサチ

ニブという内服薬を化学療法と併用す

ることで、治療成績が改善しています。

骨髄異形成症候群は、血球減少をお

こし将来急性白血病に移行することを

特徴とする造血器腫瘍です。その中で

も芽球という悪い細胞が増加して白血

病に近い状態にある患者さんでは、ア

ザシチジンという薬が有効なことがわ

かってきました。これまで抗がん剤と

いえば細胞の染色体（遺伝子DNA）を

切断することが特徴でしたが、このお

薬は、染色体のメチル化という特殊な

修飾をおさえることが主な機序であ

り、吐き気や脱毛、血球減少などの副

作用が強くないのが特徴です。海外の

報告で、約半数の患者さんで血球が回

復し、４分の１の患者さんに芽球の減

少が認められています。

その他にも多くの新しい薬剤が開発

されており、白血病の治療は、さらな

る成績の向上を目指して、今後大きく

変わっていくと期待されています。

５．九州大学病院の特徴は？

急性白血病は、病型や予後によって、

治療方法が違います。化学療法、分子

標的薬、造血幹細胞移植に熟練した専

門医師が常時10名前後の体制で診療し

ており、すべての治療方法に対応可能

です。適切な時期に、適切な白血病治

療を提供できる体制を整え、治癒を目

指します。
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薬 物治療(悪性リンパ腫)

悪性リンパ腫には非常に多くのタイ

プがあり、患者さんごとに症状や経過

が大きく異なります。治療せず経過観

察できるものや胃のピロリ菌を減らす

ことで良くなるものから、日単位で急

激に病気が進行し、強力な抗がん剤治

療を速やかに行う必要があるものまで

様々です。九州大学病院では悪性リン

パ腫を治療するうえで、最も重要な組

織診断について、リンパ腫に詳しい久

留米大学および九州大学の病理医と、

臨床医が参加する月例検討会を行い、

それぞれの患者さんにとって最適な治

療法を選択するようにしています。

上記のように多彩な悪性リンパ腫で

はありますが、ホジキンリンパ腫と非

ホジキンリンパ腫の２つに大別されま

す。病気の場所が体のごく限られた部

分にある場合（病期Ⅰ）には、放射線

治療を選ぶこともありますが、病気が

広がっている場合には抗がん剤治療が

選択されます。ホジキンリンパ腫の代

表的な抗がん剤治療はABVD療法（ア

ドリアマイシン、ブレオマイシン、ビ

ンブラスチン、ダカルバジン）です。

非ホジキンリンパ腫の抗がん剤治療と

してはCHOP療法（シクロフォスファ

ミド、アドリアマイシン、オンコビン、

プレドニゾロン）が標準的です。非ホ

ジキンリンパ腫にはB細胞系とT細胞

系があります。B細胞系リンパ腫の場
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急性白血病の臨床経過と微小残存病変（MRD）
維持療法強化療法寛解導入療法

白血病細胞

再発

形態的寛解

MRD分子生物学的
寛解

治癒

移植

臨床経過

(1g）109

(10mg）107

(1kg）1012

急性リンパ性白血病の治療の流れ

強化療法5クール

寛解導入療法

フィラデルフィア染色体陰性

MRD陰性

維持療法

MRD陰性

維持療法続行

MRD陽性

同種造血幹細胞移植

MRD陽性

同種造血幹細胞移植

フィラデルフィア染色体陽性

強化療法2クール以上

同種造血幹細胞移植

急性骨髄性白血病の治療の流れ
寛解導入療法

同種造血幹細胞移植

非寛解寛解

染色体

不良群中間群良好群

化学療法

自家末梢血幹細胞移植



合、腫瘍細胞の表面にCD20という抗

原がでていれば、リツキシマブという

抗体をCHOP療法とともに用いるこ

と（R-CHOP）で治療効果を上げるこ

とが期待できます。ABVD療法や

R-CHOP療法は、初回治療を入院で

行った後は、多くの方が外来で継続さ

れています。九州にはT細胞系リンパ

腫の１つである、成人Ｔ細胞性白血病

／リンパ腫（ATL）の患者さんがたく

さんおられます。この病気はウイルス

が感染したT細胞が腫瘍化することで

おこります。残念ながら、この病気は

抗がん剤だけで治すことが難しいた

め、全身状態が良い患者さんでは同種

造血幹細胞移植を行っています。さら

にモガムリズマブという、ATLの腫瘍

細胞表面にあるCCR4抗原を標的とし

て、腫瘍を攻撃する抗体治療も期待さ

れています。

このような治療で病気が十分に小さ

くならない場合や、一旦良くなっても

再発した時には、別の抗がん剤を組み

合わせた救援治療を行います。さら

に、年齢が若く（65歳以下）、心臓や肺、

肝臓、腎臓などの機能に問題がない患

者さんでは、自己造血幹細胞移植（自

分の造血幹細胞を保存しておいて、大

量の抗がん剤治療を行う方法）や、同

種造血幹細胞移植（大量の抗がん剤・

放射線治療のあとにドナーさんの造血

幹細胞を移植する）を行うことで、病

気の治癒を目指します。

以上の様に、同じ悪性リンパ腫と診

断されてもタイプによって治療法が異

なり、同じタイプでも病気の広がりや

年齢、全身状態にしたがって治療法が

選択されます。近年、リツキサンやモ

ガムリズマブのように「腫瘍を狙い撃

ち」する分子標的薬や抗体療法、ブレ

ンツキシマブベドチン（ホジキンリン

パ腫などに使用）のような抗癌剤が結

合した抗体製剤などが使えるようにな

りました。今後、B細胞腫瘍が生きて

いくために必要なシグナルを標的とし

た治療薬や新しい免疫細胞治療（免疫

チェックポイント阻害剤・キメラ抗原

受容体導入T細胞など）も登場する予

定で、悪性リンパ腫治療の選択肢は増

えていきます。主治医の先生とよく相

談しながら、最適な治療をお受けくだ

さい。

薬 物治療（多発性骨髄腫）

多発性骨髄腫について

多発性骨髄腫は形質細胞が悪性化し

た病気で、M蛋白と呼ばれる異常蛋白
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が作られ、血液を作る場所である骨髄

で、腫瘍化した形質細胞が増えること

が特徴です。初期は無症状ですが、進

行すると骨痛・骨折や、貧血、腎機能

障害、高カルシウム血症などが見られ

るようになります。このような症状を

伴う「症候性骨髄腫」になった際に、

以下のような治療が開始されるのが一

般的です。

65〜70歳以下で臓器機能が保た

れている患者さん

治療効果の高い新規薬剤（ボルテゾ

ミブ、レナリドマイド、サリドマイド）

をステロイドホルモンとともに使用す

る寛解導入療法を行い、続けて大量メ

ルファラン療法＋自家造血幹細胞移植

→地固め療法→維持療法と継続するこ

とが、病気をコントロールするための

最良の方法とされています。効果が不

十分な場合には、同種造血幹細胞移植

（他人からの移植）にも取り組んでい

ます。

高齢の患者さんや臓器障害のあ

る患者さん

強力な治療が難しい場合には、副作

用の少ない方法で病気の進行を遅らせ

ることを目標とします。これまでMP

療法（メルファラン、プレドニン）ま

たはCP療法（シクロフォスファミド、

プレドニン）が長く標準療法でしたが、

新規治療薬（ボルテゾミブ、レナリド

マイド、サリドマイド）の登場により、

治療効果がさらに高くなることが期待

されています。

新規治療薬

サリドマイド

骨髄腫細胞に直接作用するだけでな

く、免疫細胞の働きを強めたり、腫瘍

周囲の環境に影響を及ぼす作用もある

免疫調整薬です。催奇形性（胎児に奇

形を生じること）により一旦販売中止

になりましたが、多発性骨髄腫に対す

る有効性が認められ、厳重な避妊管理

のもとで処方が可能となりました。末

梢神経傷害や血栓症の副作用が知られ

ています。

レナリドマイド

サリドマイド誘導体として催奇形性

および末梢神経の副作用を軽減した薬

剤です。ステロイドホルモンと併用す

ることで、高い治療効果が期待されま

す。サリドマイドやボルテゾミブがあ

まり効かなかった患者さんにも有効性

が認められています。さらに、ポマリ

8

造血器悪性腫瘍



ドマイドという新しい免疫調整薬も使

えるようになりました。

ボルテゾミブ

プロテアソームを阻害する分子標的

薬で、初回治療・再発時など様々な状

況で使用されます。皮下注射での投与

が一般的です。近年、治療効果が高く

末梢神経障害の副作用が少ないカル

フィルゾミブや、内服治療が可能なイ

キサゾミブなどの新薬が登場してきて

います。

さらに作用の異なる新規薬剤（パノ

ビノスタット・エロツズマブ・ダラツ

ムマブ）も次々に開発され、治療選択

肢が増えています。

当院では、これら新規治療薬を取り

入れた様々な臨床試験を実施し治療成

績の向上に努めるとともに、多くの治

験にも参加して患者さんの治療にあ

たっています。

主治医の先生と相談し、最適な治療

法を選択されてください。

造 血幹細胞移植治療

１．造血幹細胞とは？

造血幹細胞とは、白血球、赤血球、

血小板を作る細胞です。通常、骨髄の

中に存在しますが、抗がん剤治療や

G-CSFという白血球を増やす薬を注

射した後に、末梢血中にも増加してき

ます。また、胎児と母体をつなぐへそ

の緒の中にあるさい帯血にも含まれて

います。ですから、造血幹細胞を用い

る移植法には、骨髄移植（BMT）、末

梢血幹細胞移植（PBSCT）、そして臍

帯血移植（CBT）の３種類があること

になります。

２．造血幹細胞移植治療とは？

白血病や悪性リンパ腫などの血液悪

性腫瘍は、他の悪性腫瘍と比べ、抗が

ん剤治療や放射線治療で治りやすい病

気です。しかし、抗がん剤のみで根治

可能な人は、約半分です。造血幹細胞

移植治療は、強力な抗がん剤や全身放

射線照射（前処置）により、通常の抗

がん剤に抵抗する悪性細胞を排除する

とともに、その後に造血幹細胞を移植
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することで、生涯にわたり正常な血液

がつくられるようにします。造血幹細

胞移植は、抗がん剤のみでは治癒困難

な人を根治に導く治療といえます。ま

た、骨髄異形成症候群や再生不良性貧

血のように、正常な血液細胞がうまく

作れない骨髄を回復させる治療として

も、威力を発揮します。

３．同種移植と自家移植の違い

は？

造血幹細胞移植のうち、他人（ド

ナー）の造血幹細胞を移植する方法を

同種移植といいます。通常は白血球の

型（HLA）の合致したドナーから移植

を行います。一方、自分の造血幹細胞

をあらかじめ凍結保存し、前処置の後

に移植する方法を自家移植といいま

す。同種移植では、ドナー細胞が患者

さんの悪性細胞を免疫学的に異物と見

なすことによる抗腫瘍効果（GVL効

果）を期待できます。つまり、同種移

植の方が治療効果は強いと考えられて

います。自家移植か同種移植かの選択

は、病気の種類や拡がり、移植までの

治療効果などを考慮して決定されま

す。

４．同種移植治療の副作用は？

同種移植は、高い抗腫瘍効果を期待

できる一方で、様々な合併症を引き起

こす可能性があります。⑴前処置：通

常の抗がん剤治療で見られる骨髄抑制

（血球減少）だけでなく、口内炎などの

粘膜障害や重要な臓器（肝、腎、心臓）

の障害などの強い副作用が生じること

があります。自家移植でも見られる副

作用です。不妊や二次性発癌などの長

期の合併症にも注意が必要です。⑵感

染症：白血球のない移植後３〜４週間

は、細菌や真菌（カビ）による感染症

を生じやすくなります。ドナー白血球

が増えてきた後も、免疫回復はまだ不

十分で、サイトメガロウィルスやアス

ペルギルスという真菌など特殊な感染

症にかかりやすい時期が続きます。移

植後約１年は、帯状疱疹なども含めた

感染症に注意が必要です。⑶GVHD

（移植片対宿主病）：患者さんの体をド

ナー白血球が免疫学的に異物とみな

し、攻撃してしまうことがあります。

急性GVHDは、移植後３か月以内に見

られ、皮膚、肝臓、腸などを標的とし

ます。移植して２〜３か月すると、外

来通院が可能になりますが、それ以降

に見られる慢性GVHDでは、皮膚硬

化、目や口の乾燥症状、肺機能異常や

10

造血器悪性腫瘍



肝障害など様々な症状がでる可能性が

あります。⑷再発：移植後、残念なが

ら病気が再発してしまうことがありま

す。⑸生着不全：移植したドナーの細

胞が血液細胞をうまく作らなくなるこ

とがあります。このような、様々な合

併症を乗り越え、元の病気が再発せず

に、移植後３〜４年ぐらい経過すれば、

治癒が得られたと考えられます。

５．九州大学病院の特徴は？

年々増加する移植治療を円滑に行う

ために、九州大学病院北病棟11階に新

設された、国内でも最大規模の無菌治

療部で自家・同種移植治療を行います。

全体で常時10名前後の熟練した専門医

師が、他科の医師、歯科医師、看護師、

薬剤師、栄養管理士、理学療法士、臨

床心理士などの数多くのメンバーと協

力し、万全の体制で診療にあたってい

ます。臓器障害のある人や高齢の患者

さんには治療強度を軽減したミニ移

植、HLAの合致したドナーがいない患

者さんにはHLA不一致ドナーからの

免疫抑制療法を強化した新規の移植治

療、また、新規の免疫抑制剤、細胞療

法、抗菌薬などを積極的に導入し、移

植を必要とする患者さんに安全な治療

が行えるような診療体制をとっていま

す。また、造血幹細胞や移植免疫の基

礎研究の分野でも、得られた成果を国

内外に発信し、新しい治療法の開発を

目指しています。2016年までの造血幹

細胞移植総症例数は1,200症例を超え、

国内でも有数の治療経験を持つ移植

チームであり、厚生労働省より造血幹

細胞移植推進拠点病院に認定され、人

材育成や診療支援等を行い九州地区の

造血幹細胞移植医療体制の向上にも努

めています。
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放 射線治療

はじめに

放射線治療は造血器腫瘍の治療にお

いて、いろいろな場面で用いられてい

ます。例えば、悪性リンパ腫では化学

療法と一緒に用いることで良好な成績

が期待できます。また、白血病では、

移植の前の処置として全身照射が用い

られることがあります。以下、放射線

治療が用いられる代表的な疾患と全身

照射：Total body irradiation (TBI)

について記述します。

放射線治療が用いられる疾患

＜悪性リンパ腫＞

◎ホジキンリンパ腫：化学療法の後に

放射線治療が用いられることがありま

す。また、放射線治療のみで治療する

こともあります。

◎非ホジキンリンパ腫：病変が限局し

た低〜中悪性度リンパ腫、NK/T細胞

リンパ腫や中枢神経系の悪性リンパ腫

に放射線治療が用いられます。

・低悪性度リンパ腫：濾胞性リンパ

腫 や MALT (mucosa

associated lymphoid tissue)リ

ンパ腫などが挙げられます。病変

が限局している場合、病変のある

リンパ節領域に30-36Gyの放射線

治療が行われます。

・中悪性度リンパ腫：びまん性大細

胞型リンパ腫のうち病変が限局し

ているものは、短期間の化学療法

と放射線治療が行われます。化学

療法はCHOP療法またはCD20陽

性の場合は、リツキサン(R)を含

めたR-CHOP療法が行われます。

放射線治療は、病変のあるリンパ

節 領 域 に 対 し て 行 わ れ、

30〜40Gy程度の線量が用いられ

ます。

・NK/T細胞リンパ腫：鼻腔から出

たNK/T細胞リンパ腫は、化学療

法としてDeVIC療法と鼻腔・上咽

頭を含んだ領域の放射線治療を同

時に行います。放射線の線量は

50Gy以上が用いられます。

・中枢神経系悪性リンパ腫：脳から

出た悪性リンパ腫は、化学療法を

行った後に放射線治療が行われま

す。放射線治療は、まず脳全体に

30Gyを照射し、その後病変部に

放射線の当てる範囲を絞って

20Gyを追加します。

＜骨髄腫＞

多発性骨髄腫：症状をやわらげるた
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めに放射線治療が用いられます。病変

のある骨全体に放射線を当てることが

多いですが、範囲が広すぎる場合には、

病変に適当なマージンを加えた範囲で

治 療 を 行 い ま す。線 量 は、

20-30Gy/10-15Fr.が用いられます。

全 身 照 射：Total body

irradiation (TBI)

全身照射とは、移殖の前の処置とし

て、放射線を全身に照射する治療です。

治療の目的は、患者さんの体の中にあ

る腫瘍細胞のコントロールと移殖のと

きの拒絶反応を抑えることです。この

治療が用いられる病気としては、白血

病などが挙げられます。全身照射は、

12Gy/６Fr./３日の線量が用いられ

ます。最近は、ミニ移殖の際に用いら

れることが多く、その場合には、２-４

Gy/１-２Fr./１日などの線量が用い

られます。

院 内がん登録情報

2007年から2015年に九州大学病院を

はじめて受診され、造血器悪性腫瘍と

診断された患者さんは、1,502例でし

た。疾患の内訳はお示しの通りです。

全体としては、55歳から79歳の患者さ

んが多いのですが、九州大学病院血

液・腫瘍・心血管内科は造血幹細胞移

植施設ということもあり、若年者のご

紹介も多く頂いています。図４に疾患

別の生存率をお示しします。患者さん

の状況に応じ、適切な治療方法（化学

療法・放射線治療・造血幹細胞移植）

を選択することで、全ての疾患におい

て、良好な治療成績が得られておりま

す。
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血液腫瘍 2007-2015年症例

※症例２：自施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

症例３：他施設で診断され、自施設で

初回治療を開始（経過観察も

含む）

※図４の生存曲線は全生存率として集

計（がん以外の死因も含む）
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図２ 白血病など（症例２、３）

成熟Ｂ細胞リンパ腫

骨髄性白血病

リンパ性白血病

成熟Ｔ及びＮＫ細胞リンパ腫

骨髄異形成症候群

形質細胞性腫瘍

悪性リンパ腫まはたびまん性

ホジキンリンパ腫

慢性骨髄増殖性障害

免疫増殖性疾患

その他の白血病

白血病

前駆細胞リンパ芽球性リンパ腫

組織球及び副リンパ球様細胞の新生物

720

0 100 200 300 400 500 600 700

154

129

110

109

98

63

43

12

31

11

8

8

6

図３ 血液腫瘍組織型（症例２、３）

九州大学病院 2007-2010年症例のうち、症例２、３ ICD-0-3形態コード別
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