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１．本年度の研究成果 

	 本研究事業の目的は、「HTLV-1とそれによって発症する ATLについて、感染予防、発症予

防、新規治療法開発、の観点から研究推進の現状と問題点を把握して評価し、「医療行政」と

「関連疾患研究」の適正な推進に向けた提言を行う」ことである。 

	 上記の目的を達成するために行った本年度の活動の概要を以下に記載する。 

（１）	 国内に於ける ATL及び HTLV-1関連領域の研究の現状把握 

	 A.「HTLV-1関連疾患研究領域」および関連の厚生労働科学研究費による研究事業による研

究の現状把握 

	 平成２４年度は、「HTLV-1 関連疾患研究領域」として総数２６の研究事業が採択されてい

る。内訳は、「生育疾患克服等次世代育成基盤研究」１件、「新型インフルエンザ等新興・再興

感染症研究」７件、「難治疾患克服研究」６件、「難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究

事業（難病関係研究分野）」２件、「第３次対がん総合戦略研究」５件、「がん臨床研究」５件、

である。これらの研究事業の研究進展状況を把握するために、それぞれの研究事業を対象に、

各研究事業の班会議に当研究班のメンバーが複数でオブザーバー参加し、情報収集と事前に作

成した評価票を用いて評価を行った。小規模の研究事業及び事情により一部の研究班を除き、

大多数の研究事業についてこのような評価作業を行った。全体としての評価は、「ほぼ順調に

進展している」と言えるものであったが、一部の研究事業では、それぞれ固有の事情により進

展が遅れている部分も見受けられた。これらの評価は、年度末に集約して個々の研究事業の評

価とするのみでなく、当該研究事業の効率的運用に向けた提言として取りまとめる予定である。 

	 B. 「ATLシンポジウム」開催と当該領域研究会の共催および情報把握 

  ヒト T 細胞白血病ウイルス I 型(HTLV-1)及びその感染で発症する成人 T 細胞白血病(ATL)

を始めとする関連疾患に関する研究活動の現状と成果を把握するために、平成２４年８月２５

日に東大医科研にて「第１回 ATL シンポジウム」を主催した。同時に、当該領域の学術集会

「第５回 HTLV-1研究会」（８月２５日〜２６日）を共催して、全国の基礎及び臨床研究の成

果の発表機会を持った。 

	 「ATL シンポジウム」については、平成２３年度は研究計画の採択が９月であったため開

催出来ず、今年が第１回となった。シンポジウムでは、若手研究者を中心に基礎研究から臨床

的な研究まで８件の発表があり、最新の研究成果が発表された。参加者からの質問も多く、活

発な議論が展開された。 

	 「HTLV-1研究会」は２００８年に設立された研究会で、我が国において当該領域の研究活

動を行っているほぼ全てのグループが集まり、年１回その成果を発表する機会となっている。

今年は第５回目の開催となる。各省庁によって実施されている当該領域の研究の全体像を把握



する上で欠く事の出来ない集会である事から、本年度は当研究事業で共催する事とした。今年

度は、上記の「第１回 ATLシンポジウム」および後述の「第２回国際 HTLV-1シンポジウム」

と同時開催した。 

	 「第５回 HTLV-1研究会」では、口頭発表が２７件、ポスター発表が２８件あり、参加者総

数は２００名を超えており、会場では活発な議論が行われ、この領域に於ける我が国の研究活

動の現状を把握する貴重な機会となった。また、当研究会には HTLV-1キャリアの会等のメン

バーも参加し、研究者とは異なった視点からの議論が行われると共に、情報交換と交流の場を

提供した。 

 

（２）国際的な ATL及び HTLV-1関連領域の研究の現状把握 

	 A.	 国際学会等での情報収集 

	 研究班の班員がそれぞれの領域の国際学術集会に参加して、関連領域の研究の進展に関する

情報収集と交流を行っている。本年度はこれまでに、２件（米国、イタリア）の関連学術集会

に出席し、当該領域及び関連領域の情報収集を行った。 

	 B.	 国際シンポジウム等の開催 

	 「第１回 ATLシンポジウム」「第５回 HTLV-1研究会」と併催の形で、昨年に引き続き、「第

２回国際 HTLV-1シンポジウム」を８月２５日に東大医科研にて開催した。米国と英国から合

わせて３名の研究者を招待し、国内からの３名の研究者を合わせて６名の発表者が、基礎、病

態解析及び臨床研究の成果を発表し、活発な議論が行われた。さらに、休憩時間等会場の外で

も様々な交流が行われ、海外に於ける研究の進展状況を把握した。 

 

（３）HTLV-1関連疾患研究領域の研究班の合同発表会の開催 

	 「HTLV-1関連疾患研究領域」に含まれる２６の研究事業の本年度の研究成果を発表する「第

３回 HTLV-1関連疾患研究領域合同成果発表会」を、本年度末の平成２５年２月１６日（土）

に東大医科研にて開催する予定で、準備と調整を進めている。 

 

２．前年度までの研究成果 

	 平成２３年９月の研究申請採択後速やかに研究活動を開始し、以下の様な活動を行った。 

（１）	 国内に於ける ATL及び HTLV-1関連領域の研究の現状把握 

	 A.「「HTLV-1 関連疾患研究領域」および関連の厚生労働科学研究費による研究事業による

研究の現状把握：これらは平成２３年５月に「HTLV-1関連疾患研究領域」として追加公募さ

れて採択された研究事業群と従前の枠組みで公募されて採択されていた研究課題群からなる。

追加公募による１６の研究事業については年度内の活動期間は約半年に制約された。従前の枠

組みで採択された HTLV-1関連研究事業は９つで、合わせて当領域の研究事業は２５件である。

採択研究課題の領域は以下の様にまとめられた。ウイルス感染の実態把握と感染予防関係：５

課題、関連疾患関係：４課題、ATL関係：７課題、医療行政的内容のもの：３課題、その他、

難病や関連疾患の大規模解析プロジェクト：３課題。これらの研究事業の研究計画の内容を検

討し、その分野的な分布の検討を行った。その結果、各領域に広く研究事業が採択されている



が、HTLV-1のウイルス学そのものに関する研究課題と、関連疾患のぶどう膜炎に関する研究

課題が認められない事が問題であると考えられた。 

	 B.	 上記以外の枠組みによる研究事業に関する現状と評価 

	 文部科学省／学術振興会の科学研究費による研究課題は、大規模なものから若手支援の枠組

みのものまでを合わせて総計３４研究課題が有った。ATL を対象とした研究課題とウイルス

学領域が多く採択されているが、関連疾患領域の研究課題が少ないのが課題である。 

 

（２）国際的な ATL及び HTLV-1関連領域の研究の現状把握 

	 A. 国際学会での情報収集 

	 合わせて３件の海外の関連領域学術集会に参加し、基礎及び白血病/リンパ腫の研究に関す

る情報収集を行った。 

	 B. 国際シンポジウム等の開催 

	 １）第１回国際シンポジウム：	 International Symposium: Progress in HTLV-1 Research（国際

シンポジウム「HTLV-1研究の進歩」）（「第２５回国際比較白血病学会・国際シンポジウム」

と共催）平成２３年９月１７日に東大安田講堂にて開催した。海外から８名、国内から５名の

演者による最新の研究成果の発表があった。ウイルス学、HTLV-1感染症、関連疾患および動

物モデル、および ATL とその治療に関する最新の研究成果が発表され、熱心な議論が行われ

た。これを機に、幾つかの国際的研究協力の可能性について検討が開始されている。 

	 ２）国際シンポジウム「HTLV-1感染予防ワクチンの開発へ向けて」（「第４回 HTLV-1研究

会」と共催）は９月１８日に東大弥生講堂にて開催され、国内１名、海外２名の計３名がそれ

ぞれの最新の研究成果を発表した。海外においては、ワクチン開発そのものがかなり進捗して

いる事、これに対して我が国ではまだ初期の段階にある事が明らかになった。これらの発表に

対して、熱心な議論が行われた。 

 

（３）HTLV-1関連疾患研究領域の研究班の合同発表会の開催 

	 A.「第 4 回 HTLV-1 研究会」の開催：９月１８日−１９日に東大弥生講堂にて、HTLV-1 ワ

クチンの国際シンポジウムと併催した。各省庁の研究費で推進されている研究を網羅した発表

会で、約１８０名の参加者があり、「HTLV-1 関連疾患研究領域」の各研究班のみならず、他

省庁の研究課題を含めた当該領域の研究課題の進捗状況の把握と評価を行った。 

 B.「平成２３年度 HTLV-1 関連疾患研究領域研究班合同発表会」の開催：この発表会は、厚

生労働科学研究費による研究事業を網羅した発表会で、浜口班と共同で平成２４年３月３日に

東大医科研にて開催した。全体で２４の研究班がその進捗状況および研究成果を発表した。総

計１８５名が参加し、活発な質疑応答があった。一部報道機関による取材も行われた。感染か

ら ATL に至る全領域の基礎から臨床および医療体制までの実態が包括的に把握する事が可能

であった。おおむね順調に成果を挙げているが、研究開始半年のものもあり、今後の展開を期

待した。 

 

 



３．研究成果の意義及び今後の発展性 

	 （１）関連領域の研究の国内外に於ける現状と進展の把握を行う事で、進行中の研究の領域

的分布の正確な理解、進捗状況の国内外に於ける位置付けを明らかにし、適正な研究体制の設

計と推進の客観的根拠を提供することになる。 

	 （２）オブザーバー参加による各研究事業の研究進捗状況評価活動は、それぞれの活動状況

の正確な把握と評価を可能にするばかりでなく、研究進展に於ける問題点や障壁を把握し、効

率的かつ有効な研究事業の設計に資することになる。 

 

４．倫理面への配慮 

	 本研究計画は、その性質上「倫理面への配慮」を特に考慮する必要がない。 
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６．研究組織 

 ①研究者名  ②分 担 す る 
 	 	 研 究 項 目 

 ③所 属 研 究 機 関及び現在の専門 
 （研究実施場所） 

 ⑤所属研
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ける職名 
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上平	 憲	 

	 

岩月	 啓氏	 

	 

	 

齋藤	 滋	 

	 

足立	 昭夫	 

	 

	 

金倉	 譲	 

	 

実態把握と評価および立案

の統括	 

疫学研究の評価	 

	 

コホート研究の評価と提言	 

	 

ATL 治療研究の現状把握と

評価	 

ATL 病態解析研究の現状把

握と評価	 

「皮膚型」ATLの病態と治療

の現状把握と評価	 

	 

母子感染予防対策の評価と

提言	 

ウイルス病原性研究の立場

からの関連疾患研究の評価	 

	 

血液学的視点からの現状評

価	 

	 

東京大学大学院・	 ウイルス腫瘍学（同上）	 

	 

熊本大学発生医学研究所・血液学(同上)	 

	 

宮崎大学医学部・感染症（同上）	 

	 

国立がん研究センター中央病院・血液内科（同上）	 

	 

長崎市立市民病院・腫瘍学（同上） 

 

岡山大学大学院・皮膚科学（同上）	 

	 

	 

富山大学大学院・産科婦人科学（同上） 

	 

徳島大学大学院・ウイルス学（同上）	 

	 

	 

大阪大学大学院・血液内科学（同上）	 
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特別研究員	 
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副院長	 

	 

部長	 
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教授	 
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