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小児がんの病理
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何故，小児がんを学ぶか？

① 小児がんはがん発生のプロトタイプ
✓がん抑制遺伝子の発見の基となった

←家族内発生
✓がん発生に環境因子が殆ど関与しない

② 器官形成とがんの発生がきわめて近い
←奇形とがんが併存する（奇形・がん症候群）

小児がんの病理
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小児がん総論

わが国における小児がん（統計・疫学的な観点から）

年間の患者発生数(推定)
全体 2,400名
血液腫瘍 1,002名

（大阪府がん登録’81-’89からの推計）

現在の小児がん患者数
約23,000名

横紋筋肉腫
Ewing肉腫

死 因

第１位 第２位 第３位 第４位 第５位

0才 先天異常 呼吸障害等 乳幼児突然死症候群 出血障害等 不慮の事故

1～4才 不慮の事故 先天異常 小児がん 心疾患 肺炎

5～9才 不慮の事故 小児がん その他の新生物 心疾患 先天異常

10～14才 不慮の事故 小児がん 自殺 心疾患 先天異常

15～19才 不慮の事故 自殺 小児がん 心疾患 先天異常

（平成15年、200３年 国民衛生の動向）

小児がん
からだの深いところから発生する肉腫が多い
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国立成育医療センター研究所

横紋筋肉腫

神経芽腫

ウィルムス腫瘍

リンパ節など
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白血病
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小児がんの特徴

１．がんの発生母地が胎児性組織である
（正常の組織と同様の細胞分化をする）

２．多種類のがんが発生するが年令と関連する

３．がんの発生に遺伝子の異常が関連する

４．年令の低い時期に発生したがんは治りやすい

５．形質が特徴が明確でなく未分化な腫瘍がある

→難治性，予後不良

胎児性腫瘍

1.胎児性組織を母地とする

2.分化・成熟能を有する
個体発生, 器官形成を模倣

3.形成異常（奇形症候群）を合併する
腎芽腫，肝芽腫，胚細胞腫瘍

★ 胚細胞
胚細胞腫瘍

★ 器官芽,組織芽

神経芽腫，腎芽腫（Wilms腫瘍），肝芽腫，

網膜芽腫，など

小児がんの特徴

✓多種類のがんが発生するが年令と関連する

学童・少年期 思 春 期

胎 児 性 腫 瘍
神 経 芽 腫
ウイルムス腫瘍
肝 芽 腫
胚 細 胞 腫 瘍
網 膜 芽 腫

白 血 病，悪性リンパ腫

横紋筋肉腫・胎児型

ユイング肉腫 ，骨 肉 腫

胚 細 胞 腫 瘍

中 枢 神 経 腫 瘍 （脳 腫 瘍）

年令と小児がん

横 紋 筋 肉 腫・胞巣型

乳幼児期
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小児がんの特徴

✓がんの発生に遺伝子の異常が関連する

発がんのメカニズム
遺伝子の傷害

成人のがん：環境因子→遺伝子傷害
生活習慣
その他の環境因子

小児のがん：成長時に生じる遺伝子傷害

がん遺伝子の活性化
がん抑制の不活化

がん遺伝子の活性化機構

１，点突然変異

２，染色体転座

３，遺伝子増幅

がん遺伝子の活性化機構

１，点突然変異

２，染色体転座

３，遺伝子増幅



2011/12/18

jhata 4

ユーイング肉腫（Ewing sarcoma）
Ewing Sarcoma（Ewing肉腫）

EWS
Chr.＃22

FLI-1

EWS/FLI-1
fusion gene

5’

5’

3’

3’

3’

RNABD

ETS D

ETS D

染色体転座によるキメラ遺伝子

Chr.#11
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Burkitt lymphoma

Chronic myeloid 
leukemia（CML)

小児がんで認められる主な遺伝子異常

★白血病・リンパ腫TEL/AML1 ALL
BCR/ABL Ph-ALL
MLL(11q23) 乳児白血病、二次性白血病
BCR/ABL CML
PML/RARα APL
MYC/IgH,κ,λ Burkitt lymphoma(バーキットリンパ腫）
ALK/NPM ALCL

★神経芽腫 MYCN増幅，1p-, 11q-, 17gain
★Ewing肉腫 EWS-FLI1,ERG, E!AF, ETV, FEV
★横紋筋肉腫(胞巣型）PAX3/7-FKHR
★DRSCT WT1-EWS
★滑膜肉腫 SYT-SSX1/2
★Wilms腫瘍およびWilm腫瘍・奇形症候群

WT1 散発性Wilms腫瘍、WAGR症候群、Drash症候群
★ Wilms腫瘍および肝芽腫・奇形症候群

Lit1-KIP2/H19-IGF2 Beckwith-Wiedemann症候群(BWS)
★ラブドイド腫瘍 hSNF5/INI1（SMARCB1)（22q）→ BAF47蛋白
★間葉芽腎腫・乳児線維肉腫 ETV6-NTRK3

網膜芽腫の発生
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がん抑制遺伝子の不活化によるがん化

ゝ 症例が稀少で、且つ診断が困難な例が多い
一般病理医が経験したことのない腫瘍
が多い

ゝ 同じ群に属する腫瘍でも亜型で予後が著しく
異なる（治療法も異なる）

→正しい亜型診断が必須

ゝ 形態診断(含む免疫染色）のみでは確定診断がつきにくい
→補完する手段が必要

遺伝子検索、染色体、その他

・

形質が特徴が明確でなく未分化な腫瘍がある

病理診断が難しい！

診断を間違いやすい症例提示：骨原発の “小円形細胞腫瘍”

細胞マーカー：CD45(-), CD3(-), CD20(-), CD99(MIC2)(+)

CD79a(+), TdT(+)：マーカーの追加

前駆B細胞性リンパ芽球性リンパ腫

EWS/FLI1キメラ遺伝子(+)

ユーイング肉腫

リンパ腫治療プロトコール ユーイング肉腫治療プロトコール

国立成育医療センター研究所

小児がん各論

Ｉ．神経芽腫群腫瘍（Neuroblastomas)
① Neuroblastoma（神経芽腫）
② Ganglioneuroblastoma（神経節芽腫）
③ Ganglioneuroma（神経節腫）

関連腫瘍
Pheochromoblastoma

分化成熟する腫瘍
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jhata 25

神経冠の発生

副腎の発生
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Liver

GR

Mesonephros
Adrenal

Adrenal

Migrating NR cells

Human fetus at 6th wk

International Neuroblastoma Pathology Classification

５０％未満(stroma poor)

Neuroblastoma (NB)
Undifferentiated 
Poorly differentiated 
Differentiating                                             

Ganglioneuroma (GN)
Maturing GN
Mature GN

Ganglioneuroblastoma 
(GNBn)

Nodular

Ganglioneuroblastoma (GNBi)
Intermixed ５０％ 以上(stroma rich)

シュワン細胞が主体

(stroma dominant)

シュワン細胞の発達

composite stroma , poor/rich,
dominant

Cancer 1999: 86:349
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NB, Adrenal
Stage 3

神経芽腫 Neuroblastoma (NB)

亜型：
Undifferentiated (UD) : 神経線維（neuropil）を認めない
Poorly differentiated (PD): < 5% ganglion cell
Differentiating (D): > 5% ganglion cell 

★交感神経節細胞の定義:
核の偏在
好酸性無構造の胞体
明瞭な核小体
細胞の大きさが核の２倍以上ある

亜型分類の基準：神経細線維の有無および神経節細胞への

分化傾向を示す神経芽細胞の割合→予後と相関
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Criteria for ganglion cells: >5%
Eccentric nucleus
Eosinophilic/amorphous cytoplasm
Vesicular nucleus
Prominent nucleolus 
Diameter of cell > 2x nucleus

Differentiating NB

Schwann細胞→S100蛋白陽性

神経芽腫の間質・
Schwann細胞の発達

S100
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神経節芽腫
神経節腫
Ganglioneuroblastoma (GNB), Intermixed
→Ganglioneuroma (GN)

シュワン細胞の高度な増生・発達

神経芽細胞→交感神経細胞様に分化
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神経芽腫の分化・成熟

神経芽腫（ＮＢ）：未熟な神経芽細胞
シュワン細胞の発達が殆んどない

神経節芽腫(GNB, intermixed)
神経節腫細胞(GN)：交感神経節細胞様に分化

シュワン細胞の発達

分化・成熟

Age

D
ifferentiation

Natural History of NB

Differentiation → GN

Aggressive growth

Regression

Stage3,4

Stage1,2
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神経節芽腫、結節型
Ganglioneuroblastoma, nodular type

肉眼的に

明らかな2種類の異なった包巣が認められる。

灰白色：神経節芽腫(神経節腫）:non-aggressive

赤褐色：神経芽腫：aggressive(転移能をもつ）

GNB, nodular

GN

NB

GN

NB
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MYCN  Amplification 

in Aggressive Neuroblastic Tumor

Chr #2

DMs

HSR

MYCN amplified tumors

Poor clinical 
outcome

パラフィン切片
赤：MYCN、緑：第2染色体

腫瘍捺印、
赤：MYCN、緑：第2染色体

増幅

非増幅

Neuroblastoma, undifferentiated, 
highMKI

Neuroblastoma, poorly 
differentiated, low MKI

H.E.染色

H.E.染色

MYCN
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神経芽腫の生物学的特異性

１，腫瘍細胞が未熟な神経芽細胞から交感神経節細胞へ分化・成熟する
２，カテコールアミン産生腫瘍
３，発生年令が低いものは予後がよい
４，種々の分子遺伝学的特徴を有し，予後と相関する

神経芽腫に関連する分子遺伝学的特徴.
☆N-myc 遺伝子

遺伝子座：2p23-24 (cf; c-myc:8q24)
発現亢進：神経芽腫，網膜芽腫，横紋筋肉腫

肺小細胞癌
正常組織；マウス胎仔(一過性)
N-myc蛋白：DNA結合蛋白？

☆trk遺伝子
NGF receptor (NGFR) gene
Transmembrane tyrosine kinaseをコードする
(high affinity NGF binding)

☆染色体異常：1p欠損，染色体倍数(2n, 3n）


