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１．	 本年度の研究成果	 

１）全国での均一したレベルの相談対応の実施	 

①前年度に実施した「HTLV-1 情報サービス」のモニター調査の結果をもとに、医療機

関検索において、特にキャリア相談対応可能施設を明示するなど再調査、改訂をおこな

い、また臨床試験情報についても定期的に更新するための対応を取った。相談対応医療

従事者への教育ツールとしては Q&A 形式の資材が有用と考え資材を作成、検討中である。

また、相談担当者のための２次相談のページの設置を準備中である。	 

②HTLV-1 キャリアの相談体制の構築のために、まず HTLV-1 キャリア相談に必要とされ

標準を示すことが必要と考えられ、HTLV-1 キャリア専門外来を設置している３大学病

院における相談内容などの調査を行った。この結果はキャリア相談の標準として広く推

奨していくものになると期待され、またこれは上記教育用資材に反映することが可能と

なる。保健所を含む、血液内科、産婦人科、小児科などの連携体制のモデルを検討する

ため東京地区におけるモデル構築に取り掛かった。血液内科でキャリア相談対応可能５

施設によるコンソーシアムを構築し標準的対応の検討を開始し、厚労科研板橋班との連

携により妊婦キャリアの相談のための体制を構築しつつある。産婦人科医会とも連携し、

東京都母子感染対策協議会の立ち上げについて東京都と協議を開始した。ここで東京地

区におけるキャリア対応の体制をモデル構築し、その有用性、問題点を検討する。母子

感染対策協議会を軸として HTLV-1 キャリア対策に取りかかっている自治体の取り組み

は、今後母子感染対策協議会の立ち上げを検討している自治体にとって参考になるとと

もに、それぞれの対応がどのように機能しているか評価することにより都道府県単位で

必要とされる体制を明らかできると考えられ、班員の所在都道府県を中心に自治体の

HTLV-1 対策体制の調査と評価を行った。ATL 患者への相談機能の検討についてはがん拠

点病院の実態調査に取り掛かった。現状では相談支援センターではほとんど相談対応が

なされていないと推定され、その活性化に必要な条件の検討を行う予定である。	 

２）一般市民への正しい知識の提供	 

「HTLV-１情報サービス」ウェブサイトによる情報提供を行った。昨年度のモニタ―

調査の結果を受けてページ構成、内容の修正を行った。また、今年度も前年度から継続

して福岡、長崎、札幌、富山の４ケ所で一般市民、医療従事者、行政、患者、キャリア

を対象とした公開講演会、シンポジウムを開催した。患者会と連携を取ることにより患

者目線での問題点の収集と行政との問題意識の共有化が可能であった。	 

	 



２．	 前年度までの研究成果	 

１）全国での均一したレベルの相談対応の実施	 

①相談に対応する医療従事者の教育、および指導用情報提供を目的に Q&A 形式の資材を

作成するために素案を作成した。「HTLV-1 情報サービス」ウエブサイトの運営を引き継

ぎ運用を再開するとともに、医療、行政関係者、患者、キャリア、一般市民から 31 名

のモニターを依頼して評価した。結果概ね必要な情報を入手できると評価され、必要な

内容をカバーしていると考えられたが、新規治療、臨床試験についてのより詳細な情報、

および医療機関検索において、特にキャリアの相談対応が可能かなど、対応の内容に踏

み込んだ情報を求める意見が目立ち、これらの改善が今後必要と考えられた。アクセス

解析では 9％は病院、8％は官公庁の利用と考えられ、これらの施設でも利用されてい

る実態が判明した。	 

②相談体制を検討する基礎資料とするため全国 495 ケ所の保健所を対象とした実態調

査を行い、全体の 70％の保健所で HTLV-1 関連の対応事例がなく、今後の相談体制の整

備において保健所をどのように活用するのかの検討が必要であること、そのために医療

機関との連携体制の構築が求められていることを明らかにした。都道府県を対象に母子

感染対策協議会についての調査を実施し、HTLV-1 非浸淫地域を中心に母子感染対策協

議会で検討すべき事案、およびその意義について十分理解されず、どのよう動くべきか

わからない当道府県があることが推定され、今後母子感染対策協議会とその活動のモデ

ルを提示していくことの必要性を明らかにした。	 

③キャリア、患者への情報提供ツールとして厚労科研各研究班で作成されたパンフレッ

トを引き継ぎ、増刷配布を行うとともに改訂について検討した。	 

２）一般市民への正しい情報の提供	 

上記の通り「HTLV-1 情報サービスウェブサイト」の運営を通じて情報提供を図るとと

もにモニター調査により内容の評価を行った。また、鹿児島、大阪で患者会、行政と連

携してシンポジウムを開催した。	 

	 

３．	 研究成果の意義及び今後の発展性	 

これまでの研究により、昨年度から開始された HTLV-1 総合対策において相談支援窓口と

して位置づけられている保健所、がん拠点病院相談支援室が実態としてはほとんど機能し

ていないことが明らかになった。特に非浸淫地域ではこれまでの経験が乏しいこと、必ず

しも対象者の数が多くないことも相まって、血液内科との連携を始め組織的な体制を構築

することが必要なことが明らかになりつつある。また、現時点では非浸淫地域を中心に依

然HTLV-1感染対策、ATL患者相談をどのように行うかについてかなりの混乱が見られるが、

今回の研究はHTLV-1キャリア、ATL患者に対してどのような情報提供を行うことが必要か、

母子感染対策協議会はどのような役割を果たすべきかなど標準的モデルを提示、提言する

ことが有用と考えられることを明らかにしつつあり、今後 HTLV-I/ATL 対応体制を構築して



いくための方向性を示す意義を持つ。これまでの２年間は主に実態の調査と検討が中心で

あったが、これらの研究結果をもとに来年度具体的な対応システムの提言につなげる予定

である。	 

	 

４．	 倫理面への配慮	 

	 本研究は一部の研究が疫学研究に関する倫理指針の遵守に該当する。その他の部分も含

め東京大学医科学研究所研究倫理支援室の支援を受け、倫理委員会の承認を得た後、倫理

指針を遵守して行われた。	 
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