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研究要旨：ヒト T 細胞白血病ウイルス１型（HTLV-1）による感染症が国民の健康に与えてい
る影響を評価し、キャリア及び患者に対する総合対策を提言、実行することを目的として、
平成 20（2008）年度から、本邦の HTLV-1 キャリア及び成人 T 細胞白血病（ATL）
、HTLV-1 関
連脊髄症（HAM）を含む HTLV-1 関連疾患の現在の実態把握を全国調査により実施してきた。
これまでの調査で、全国の HTLV-1 キャリア数は約 108 万人で、感染者が九州から全国へ拡
散している可能性が見いだされた。また、ATL の我が国における年間発症数は 1,146 例と推
測され、今後も持続的に ATL は発症し、患者はますます高齢化すると考えられた。HAM は、
新規に発症し診断される患者が増加傾向にあり、九州以外の大都市でも多く見られた。
本年度は、国立がんセンターの主要部位別年齢調整全国罹患率をもとに、ATL の年間発症
数を推定した。今回の調査では症例捕捉率が 0.38 となり、ATL は 1 年間に 1,183 例が発症し
ていると推定され、これまでの本研究の成果を裏付ける結果となった。また、定量 Polymerase
chain reaction (qPCR)法を用いて、無症候性キャリアにおける欠損・変異を有する HTLV-1
プロウイルスの動態などについて検討を行った。プロウイルス量測定に用いる qPCR 法は、現
在各施設で独自に行われており、昨年度の本研究において施設間差が認められたため、全国
的なサーベイランスを行う手段としての標準的な qPCR 法の確立に向けた検討を開始した。さ
らに、HTLV-1 感染に馴染みの薄い医療者向けに「HTLV-1 キャリア指導の手引」を作成した。

研究分担者

学）
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功（国立感染症研究所血液･安全性

和（国立感染症研究所血液･安全性

研究協力者

得て、HTLV-1 キャリア及び HTLV-1 関連疾

上平

患の全国実態調査を実施してきた。本年度

憲（長崎大学大学院医歯薬学総合研

究科）

は、引き続き ATL の年間発症数や年齢別、

岩永正子（活水大学）

男女別、地域別にみた HTLV-1 キャリアか

山野嘉久（聖マリアンナ医科大学難病治療

らの ATL 発症率に関する研究を行った。
また、HTLV-1 のプロウイルスコピー数は

研究センター）
内丸

ほぼ感染細胞数に近似しているため、その

薫（東京大学医科学研究所附属病院

血液内科）

測定値は HTLV-1 感染の病態生理学的な理

塚崎邦弘（長崎大学大学院原研内科）

解に大いに貢献している。測定法としては

高

absolute

起良（大阪市立大学大学院医学研究

real-time

quantifiable

科）

polymerase chain reaction（qPCR）法が

魚住公治（鹿児島大学大学院医歯学総合研

現在最も一般的に普及している。そこで、

究科）

この測定法を用いて、無症候性キャリアに

緒方正男（大分大学医学部総合内科学）

おける欠損・変異を有するプロウイルスの
動態などについて検討を行った。
さらに、現在の HTLV-1 感染の診断は、

A. 研究目的
ヒト T 細胞白血病ウイルス１型
（HTLV-1）

抗体検査により行われているが、偽陽性や

に関する疫学調査において、1980 年代に本

判定保留例が少なからず存在し、改善が望

邦での感染者は約 120 万人と推定されたが、

まれている。対応策として、プロウイルス

2000 年代に入ってから全国的なキャリア

量を測定する核酸検査が期待されている

数の把握は行われていなかった。また、

が、qPCR 法を用いた HTLV-1 プロウイルス

HTLV-1 の関連疾患である成人 T 細胞白血病

量の測定は、各研究室独自の測定系で実施

（ATL）についても、1996 年から 1997 年に

されており、相互の測定値の比較ができず、

かけて行われた T・B リンパ腫研究グルー

全国的なサーベイランスを行うには適切

プによる第 9 次 ATL 全国実態調査で、年間

ではない。また HTLV-1 キャリアの中で、

発症数は 700 例と推測されたが、その後 10

末梢血中のプロウイルス量の多いキャリ

年以上調査は行われていなかった。HTLV-1

アから ATL が発症しやすいとのデータが蓄

関連脊髄症(HAM)についても、2000 年代に

積しつつあり、今後キャリアでのプロウイ

入ってから全国的な患者数などは把握さ

ルス量測定の重要性は増してくるものと

れてこなかった。

思われる。そこで、全国的なサーベイラン
スが可能な qPCR 法の標準化に向けた検討

そこで、HTLV-1 キャリアや ATL、HAM を

を開始した。

含めた関連疾患に対する総合対策立案の
ためにはそれらの情報を早急に得る必要

HTLV-1 感染症に対する総合対策の一環

があり、これまで本研究において、日本赤

として、HTLV-1 キャリア指導の手引作成も

十字社や各地域の代表的な病院の協力を

目的とした。
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B. 研究方法

(4) 感染経路と欠損・変異を有するプロウ

(1) ATL 年間発症数の推定

イルスについての検討

これまでの本研究による調査で、全国の

母児間感染や配偶者間感染といった感

1年間のATL発症数は1,146例と結論付けら

染経路の異なるキャリアにおける欠損・変

れた。これをさらに確証あるものにするた

異を有するプロウイルスについて、5’

めに、国立がんセンターの主要部位別年齢

LTR-gag、
gag、pX の 3 領域の PVL を測定し、

調整全国罹患率を基に異なった観点から

pX PVL に対する 5’LTR-gag、gag の PVL の

推定した。

比を用いて欠損・変異を有するプロウイル
スの割合の多寡を検討した。

(2) 年齢別、男女別、地域別にみた HTLV-1
キャリアからの ATL 発症率の推測

(5) 小児における HTLV-1 感染細胞の動態

これまでに得られた全国の HTLV-1 キャ

についての検討

リアと新規 ATL 患者の年齢分布より、キャ

Jamaica Mother Infant Cohort Study と

リアからの年齢別や男女別の年間 ATL 発症

の共同研究として、これまで報告の少ない

率や平均寿命までの生涯発症率などを求

小児の HTLV-1 プロウイルスの経年的変化

めた。

について検討した。1 歳から 16 歳まで観察

また、全国 7 地域別や九州・沖縄地方に

可能であった 3 例についてプロウイルス量

限って県別に、キャリア中の ATL 発症率
（診

およびクローンの変化を検討した。

断率）などを求めた。
(6) qPCR 法を用いたプロウイルス量測定法
(3) HTLV-1 無症候性キャリアにおける欠

の標準化に向けた検討
HTLV-1 感染の診断に応用でき、また関連

損・変異を有するプロウイルスの動態につ

疾患発症のリスク因子と考えられている

いての検討
ATL では一部が欠損した HTLV-1 プロウイ

PVL の測定に関して各施設において独自の

ルスを有する ATL 細胞が少なからず検出さ

方法が用いられている qPCR 法について、

れ、腫瘍化との間連性が示唆されている。

全国的なサーベイランスを行う手段とし

欠損プロウイルスは、両端の LTR が保存さ

ての標準的な測定（検査）法を確立するた

れたタイプ（１型欠損）と 5’LTR が欠損

めの検討を開始した。今回は、当該検査法

するタイプ（２型欠損）に分類されている。

に用いる標準品を選定するために、その候

無症候性キャリア 208 名について pol と pX

補品の PVL をまず 3 施設において測定する

の部位においてプロウイルス量（PVL）を

こととした。

qPCR 法により測定した。また、Long PCR、

参加施設：国立感染症研究所（血液・安

サザンブロット法で、1 型及び 2 型の欠損

全性研究部）、東京大学大学院（渡邉研究

プロウイルスの組み込み細胞について検

室）
、株式会社 SRL
標準品候補：HTLV-1 感染細胞株 TL-Om1

討を行った。
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のヒト末梢血単核球(PBMC、市販品)或いは

の医療機関での症例をすくい上げている

ヒト T 細胞株 Jurkat を用いた希釈系列、

わけではないので、その捕捉率を考慮する

HTLV-1 分子クローンを含んだプラスミド

ために、内部コントロールとして、新規の

DNA の PBMC を用いた希釈系列

B細胞非ホジキンリンパ腫（B-NHL）患者を

測定方法：absolute qPCR 法（Home Brew）

同時に登録している。B-NHLの発症率に地
域差があることは考えにくい。その数は

(7) HTLV-1 キャリア指導の手引とその簡易

3,582人／年、人口あたりにすると3,582／

版の作成

13,000万 = 2.76／10万であった。B-NHLの

本研究の研究分担者及び研究協力者の

死亡数の統計があるので、それと今回の発

協力を得て、主に HTLV-1 感染に馴染みの

症数の比を出し、ATL新規登録数にあては

薄い医療者を対象としたキャリア指導の

めると、全国の1年間のATL発症数は1,146

手引及びその簡易版を作成した。

例となり、これが昨年度報告した全国実態
調査の最終結論であった。
今年度は、国立がんセンターの統計を利

（倫理面への配慮）
本研究は、本邦における現時点での全国

用し検証を行うこととした。国立がんセン

的な HTLV-1 キャリア、HTLV-1 関連疾患の

ターでは身体の主要部位別に年齢調整全

実態把握を主な目的とする。初回献血者に

国罹患率を公表している（2005）。血液疾

おける HTLV-1 陽性率の地域別、年齢別陽

患については、宮城、山形、千葉、神奈川、

性率とその推移、HTLV-1 関連疾患患者数の

新潟、福井、滋賀、鳥取、岡山、広島、長

全国調査、新たに導入される試験法の検討

崎、熊本の各県のデータをまとめ、悪性リ

などを行う。したがって、献血者及び患者

ンパ腫8.5／10万、多発性骨髄腫1.9／10万、

の個人情報を必要としない。

白血病5.1／10万などとしている。悪性リ

但し、本研究は倫理審査を受ける必要が

ンパ腫の85％がB-NHLとすると、全国の

あるため、国立感染症研究所のヒトを対象

B-NHLの発症率は7.2／10万となる。今回の

とする医学研究倫理審査委員会に申請を

調査でのB-NHL登録率は2.76／10万である

行い、審査を受け承認を得てから行った。

ので、今回調査の捕捉率は2.76／7.2 =
0.38、全国での実際の発症率は2.6倍とな

C. 研究結果

る。したがって、ATLについても、455 x 2.6

(1) ATL 年間発症数の推定

= 1,183 例が1年間に発症している計算に
なる。これは前述の全国実態調査の結論

これまでの本研究において、2006～2007

（1,146例）に非常に近いものであった。

年の全国の初回献血者におけるHTLV-1キ
ャリアの実態が調査され、全国で108万人
のキャリアが存在していると推定された。

(2) 年齢別、男女別、地域別にみた HTLV-1

同じ2年間の全国156医療機関での新規ATL

キャリアからの ATL 発症率の推測
以下の解析は、
ATL の発症数を一律に 2.6

登録患者数は455人であった。これは全て
- 4 -

地方の各年代のキャリア数に全国の年代

倍に補正した結果である。
まず、既に本研究の調査結果として出て

別平均発症率を乗じて発症数を出し、それ

いる全国の HTLV-1 キャリアと新規 ATL 患

を積算して地方別の発症数を出し、キャリ

者の年齢分布より、キャリアからの年齢別

ア数との比（発症率）をみた（図 4）
。これ

年間 ATL 発症率を求めた（図 1）
。10 歳ご

によるとキャリアからの予想発症率の地

との年代で見ると、20 歳代のほぼ 0％から、

方による差はほとんどなかった。

70 歳代の 0.15％までほぼ直線的に増加し、

九州・沖縄地方は ATL の症例数が多いの

その後 80 歳代 0.08％、90 歳代 0.006％と

で県別の分析が可能と思われる。この地方

急激に減少しており、70 歳代までは加齢と

に限って県別にキャリア中の ATL 発症率

ともに発症率が上昇することが改めて確

（診断率）を計算すると、沖縄を除く 7 県

認された。

はほぼ同じ（0.12～0.17％）であった（図
5）
。

一方、男女別にみると、男性では 70 歳
代の 0.23％まで直線的に増加するのに対
し、女性では 40 代から 70 代まで 0.09～

(3) HTLV-1 無症候性キャリアにおける欠

0.11％とほぼ一定の値を示している（図 2）
。

損・変異を有するプロウイルスの動態につ

生涯発症率は、男性 8.73％、女性 5.14％

いての検討

と計算されるが、平均寿命までの発症率は、

無症候性キャリア 208 名について pol と

男性 6.79％（80 歳まで）
、女性 4.84％（86

pX の部位において PVL を測定したところ、

歳まで）となった。

pX PVL が pol PVL よりも高かった。pX PVL

次に、全国を北海道、東北、関東、中部、

が高値を示したキャリア 111 名のうち 7 名

近畿、中四国、九州沖縄の 7 地域に分け、

が pX PVL/pol PVL 比が 2 以上であり、欠

それぞれのキャリア数を基にした ATL の発

損プロウイルスを多く保有しているキャ

症率（診断率）を求めた。本研究の ATL 調

リアの候補と考えた。しかしこの 7 名中 4

査への参加医療機関数は地域間で大きな

名では pol プライマー領域に多型が認め

違いがある。この捕捉率を考慮に入れない

られ、PCR の増幅効率低下の原因と考えら

地域別粗発症率は意味をなさないので、地

れた。このため、残りの 3 名において欠損

域人口に対する B-NHL の発生率の地域間比

プロウイルス保有細胞が多いことが推測

を求め、その比の値で発症率を補正した

された。この３名はいずれも 100 細胞あた

（図 3）。ここで縦軸の数字は発症率の地域

りの PVL が 30 コピー以上と高く、うち 2

比を見るものであり、その絶対値に意味は

名は 10～12 年間で pX PVL の増加が確認さ

ない。東北地方・中部地方が 0.13～0.15％

れた。Long PCR、サザンブロット法で検討

とキャリア中の発症率（診断率）が高く、

した結果、1 名で 1 型欠損プロウイルスの

関東地方は 0.054％と最も低かった。関東

組み込み細胞の増殖が証明された。残り 2

地方が低い要因として、若い年代のキャリ

名では 2 型欠損プロウイルス感染細胞の増

アが多いことが予想される。このため、各

殖が疑われたが、証明はできなかった。
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の標準化に向けた検討

(4) 感染経路と欠損・変異を有するプロウ

各施設の検出感度などを踏まえて、感染

イルスについての検討
総プロウイルス量としての pX PVL に関

細胞希釈品に関しては 5 倍ずつの 5 段階に

して、母児間感染 21 例は配偶者間感染 24

希釈したものを作製し、プラスミド希釈品

例と比較して、有意に高かった。さらに gag

に関しては 10 倍ずつの 6 段階に希釈した

PVL/pX PVL 比の中央値は 0.61 であり、gag

ものを準備した。現在これらの検体を 3 施

領域に欠損や多型を有するプロウイルス

設で検討中であり、今後は多くの施設で検

保有細胞が無症候性キャリアに多く存在

討を行う予定である。本研究により当該検

することが示唆された。一方で 5’LTR-gag

査法に用いる標準品や内部コントロール

PVL/pX PVL 比の中央値は 0.97 であり、無

などを選定し、全国のサーベイランスのた

症候性キャリアの HTLV-1 プロウイルス保

めの標準的な qPCR 法の確立を目指す。

有細胞の多くは、5’LTR が保たれているこ
とが示唆された。また pX PVL が高いほど

(7) HTLV-1 キャリア指導の手引とその簡易

gag PVL/pX PVL 比は低下した。このことは

版の作成

高 PVL のキャリアほど gag 領域に欠損や多

本研究の研究分担者及び研究協力者の

型をもつプロウイルス保有細胞の割合が

協力のもと、キャリア指導の手引及びその

多くなることを示唆していると考えられ

簡易版を作成したので、資料として添付す

た。さらに母児間感染 12 例では配偶者間

る。

感染 6 例と比較して、
有意に gag PVL/pX PVL
D. 考察

比が低かった。

ATLは予後不良の疾患であるが、実際、厚
(5) 小児における HTLV-1 感染細胞の動態

生労働省人口動態でのATLによる死亡者数

についての検討

は、日本全国で2002年には約1,100名と報

低および中プロウイルス量の 2 例では、

告されており、増加傾向にある。しかし、

1 歳から 10 歳までの検体においてプロウイ

患者数の現状や新規発生数についての情

ルス量の著明な変化は認めなかった。１歳

報は乏しかった。このような状況を背景に

時に高プロウイルス量であった１例では、

して、全国におけるATL患者数の実態把握

13 歳時にプロウイルス量の著明な上昇を

を早急に行う必要があったため、疫学調査

認め、IL PCR 法により２つのメジャークロ

を実施し、昨年度報告した。2006～2007年

ーンの増加が検出された。このキャリア児

の全国の新規ATL登録患者数は455 人であ

はリンパ節腫大や皮膚病変などが観察さ

ったが、捕捉率を考慮するために、内部コ

れたが、自然消退しており、ATL の発症は

ントロールとして、新規のB-NHL患者を同

なかった。

時に登録した。B-NHLの死亡数の統計から
発症数の比を出し、それをATL新規登録数
にあてはめて、全国のATL年間発症数を

(6) qPCR 法を用いたプロウイルス量測定法
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た女性からは ATL は発症しないとされてい

1,146例と推定した。
しかし、この推定では、B-NHLの捕捉数

るので、女性のキャリア率を男性と同じと

と死亡数の比が、ATLの捕捉数と死亡数の比

して再計算しても、40 歳代以降の女性で発

と同じと仮定しているが、両疾患の悪性度

症率が頭打ちになる傾向がみられる。これ

は異なることもあり、他の方法での検証が

らについてはさらなる調査での確認が必

必要と考えられた。本研究では、国立がん

要である。いずれにせよ、水平感染の要素

センターの統計を利用した。全国での実際

を抜きにしても、男性の方が ATL の発症の

の発症率は2.6倍となるので、ATLは1,183

リスクは高い。

例が1年間に発症していると推測された。こ

次に、全国を 7 地域に分け、それぞれの

れは前述の全国実態調査の1,146例に非常

キャリア数を基にした ATL の発症率（診断

に近い数値で、全国実態調査の結論が妥当

率）を求めた。各地方の各年代のキャリア

なものであることを示しており、当該調査

数に全国の年代別平均発症率を乗じて発

の精度が極めて高かったことを裏付ける結

症数を出し、それを積算して地方別の発症

果となった。

数を出し、キャリア数との比（発症率）を

また、年齢別、男女別に HTLV-1 キャリ

みたところ、キャリアからの予想発症率の

アからの ATL 発症率を推測した。本研究で

地方による差はほとんどなく、各地方の年

既に報告された全国の HTLV-1 キャリアと

齢別人口構成の違いはほとんど影響して

新規 ATL 患者の年齢分布より、キャリアか

いないことが分かった。実際、地方別発症

らの年齢別年間 ATL 発症率を求めたところ、

期待値を分母に、実際の ATL 把握数（B-NHL

20 歳代から 70 歳代までほぼ直線的に増加

補正）を分子にした ATL 診断率の地方別の

し、その後 80 歳代、90 歳代と急激に減少

比は、図 3 とほとんど変わらないものであ

することが分かった。80 歳以上で発症率が

った。ただし注意しなければならないのは、

減少するのは、発症リスクをもったキャリ

B-NHL の診断率の地域差が ATL 捕捉率に大

アが 80 歳に達する以前に発症した結果で

きく影響することである。すなわち B-NHL

ある可能性もあるが、他病死が多くなり

の診断数が少なければ ATL 診断率
（発症率）

ATL の発症がマスクされてしまうためと考

は上昇する。実際、今回の調査でも、東北・

えるのが妥当であろう。一方、男女別にみ

中部の両地方は、ともに B-NHL の捕捉数が

ると、男性では 70 歳代まで直線的に増加

九州の半分以下と少なかった。九州・沖縄

するのに対し、女性では 40 代から 70 代ま

地方に限って県別にキャリア中の ATL 発症

でほぼ一定の値を示した。これは新しい知

率（診断率）を計算すると、沖縄県を除く

見であり、ホルモン環境の変化など何らか

7 県はほぼ同じであったため、これら 7 県

の女性特有の要因が女性での発症を抑え

では、ATL に関してほぼ同程度の医療レベ

ている可能性を示唆するものである。成人

ルで患者を発掘・診断しているものと思わ

後の水平感染は主に男性から女性方向に

れた。沖縄県がとりわけ高い診断率を示し

起こり、そのような水平感染により感染し

ているが、これも B-NHL の捕捉数によると
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ころが非常に大きいと思われる。すなわち

リアがあり、感染細胞のクローン増殖に伴

沖縄県では、調査期間中の B-NHL 登録はわ

いプロウイルス量の増加が認められるが、

ずか 15 例であった。大分県、佐賀県では

必ずしも ATL 発症を意味しないことが判明

それぞれ 61 例、63 例であることから、人

した。
一方、HTLV-1核酸検査法としての、プロ

口を考えれば沖縄県での B-NHL の抽出数は

ウイルス量測定に用いられるqPCR法の標

非常に低いといえよう。
さらに、HTLV-1 無症候性キャリアにおけ

準化に向けた、標準品候補の選定とその検

る欠損・変異を有するプロウイルスの動態

討準備を行った。候補品としては、実際に

について検討を行った。無症候性キャリア

検査する際の検体の状態に近いものが適

208 名について pol と pX の部位において

当と考えられ、ひとつはHTLV-1感染細胞株

PVL を測定したところ、ATL を発症してい

（TL-Om1）を選定し、非感染細胞で希釈し

ない無症候性キャリアにおいても欠損ウ

たものを準備した。TL-Om1株は、HTLV-1が

イルス保有細胞が検出され、とくに pX PVL

1コピー（プロウイルス）／細胞で含まれ

の高いキャリアではクローナルに増加し

ることから、希釈率から検体中のHTLV-1コ

た細胞が認められた。ATL 細胞で比較的高

ピー数の絶対値を容易に算出できる。また、

率に欠損ウイルスの組み込みがあること

もうひとつの候補品はHTLV-1分子クロー

と併せて、欠損ウイルス保有が ATL 発症の

ンを含んだプラスミドDNAを選定し、非感

危険因子である可能性が考えられた。しか

染細胞で希釈したものを準備した。プラス

しながら、検出されたクローンが長期のフ

ミドは、精製された核酸であることから

ォローアップ中に入れ替わる現象も観察

DNA定量ができ、分子量が明らかなので、

され、感染細胞のクローン増殖検出が必ず

検体中に含まれるHTLV-1分子数を算出可

しも ATL 発症を意味しないことも明らかと

能である。これらの標準品候補を複数の研

なった。

究施設で測定し、それらの精度・感度を比
較検討することによって、標準品の設定が

感染経路と欠損・変異を有するプロウイ

可能と考えられる。

ルスについても検討したところ、母児間感
染キャリアでは配偶者間感染キャリアよ
りも gag 領域に欠損や多型をもったプロウ

E. 結論

イルス保有細胞の割合が多く、総プロウイ

本研究では、HTLV-1 感染・関連疾患の予

ルス量増加にも関連している可能性があ

防や治療に関する総合的な対策を策定し、

ることが分かり、母児間感染キャリアから

それを実践する目的で、昨年度まで、キャ

の ATL 発症メカニズムを考える上で興味深

リアや関連疾患である ATL 及び HAM の現時

い知見と思われた。

点における全国的な実態を明らかにして
きた。

小児における HTLV-1 感染細胞の動態に
ついての検討では、母児間感染における小

今年度は新たに別の方法で、本邦におけ

児の一部において高プロウイルス量キャ

る ATL の年間発症数が 1,183 例と推定され
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た。これは本研究で既に報告された全国実

他の HTLV-1 関連の研究班との密な情報交

態調査結果の 1,146 例と極めて近い値であ

換及びメディアや一般市民を交えての活

り、実態調査の精度の高さや推計値の妥当

発な論議が行われたことを追記する。

性を立証するものである。今回推定された
F. 健康危険情報

ATL の年間発症数からも、ATL が高齢化し

なし

たキャリアから持続的に発症しているこ
とが強く示唆され、今後ますます高齢者を
対象にした治療法の開発や発症予防法の
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開発などが必要とされるであろう。
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図 1. キャリアからの年齢別年間 ATL 発症率

図 2. 男女別キャリアからの年齢別年間 ATL 発症率
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図 3. 地域別の B-NHL 補正 ATL 発症率

図 4. 地域別のキャリア数補正 ATL 発症率
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図 5. 九州地方の県別 B-NHL 補正 ATL 診断率（年齢補正なし）

- 14 -

