
埼玉医科大学国際医療センター造血器腫瘍科准教授
塚　崎　邦　弘

（聞き手　池田志斈）

　40歳女性、出産時に婦人科でHTLV（成人T細胞白血病）抗体陽性といわれて、
定期的な検査が必要と説明されました。末梢血で白血球分画を定期的に検査す
る以外に必要な検査はあるでしょうか、ご教示ください。

＜兵庫県開業医＞

HTLV-Iウイルスによる成人T細胞白血病・リンパ腫

　池田　40歳女性で、出産時にHTLV
抗体陽性といわれたということですが、
HTLV、成人T細胞白血病というのは
どんな病気なのでしょうか。
　塚崎　HTLVは、ウイルスの一種で、
Human T lymphotropic virus、あるい
はHuman T cell leukemia virusの１
型、typeⅠというのがつき、HTLV-
Ⅰといいます。このウイルスが成人T
細胞白血病・リンパ腫（adult T-cell 
leukemia-lymphoma；ATL）の原因ウ
イルスです。これは1980年代に初めて
ヒトで見つかったレトロウイルスです。
そして、HTLV-Ⅰが見つかったとき
に、1970年代に日本で発見されていた
ATLという白血病・リンパ腫の原因ウ
イルスであることが同定されたのです。
　この後、HTLV-Ⅱ、HTLV-Ⅲとい

うウイルスが次々に見つかったのです
が、HTLV-Ⅲは今名前が変わってい
て、HIV、ヒト免疫不全ウイルスです
が、当初はHTLV-Ⅲといわれていま
した。どのウイルスもCD４陽性のT
リンパ球に感染し、HTLV-Ⅰはこの
細胞を腫瘍化する。HTLV-Ⅲ、すな
わちHIVはこの細胞を滅ぼす。それに
対して、HTLV-Ⅱはほとんど何もし
ないということがわかっています。
　池田　これは母子感染とうかがった
のですけれども、ウイルスが体の中に
入ってきて白血病になる、これはどの
ようなスパンになっているのでしょう
か。
　塚崎　このレトロウイルスは自らの
逆転写酵素を用いてプロウイルスDNA
となり、Tリンパ球の染色体DNAに組

み込まれ、基本的に潜伏感染というか
たちを取っています。ですから、この
ウイルスがうつるためにTリンパ球が
移動する必要があります。そのために、
以前は輸血の場合に凍結血漿ではうつ
らずに、血球成分が入っている赤血球
または血小板輸血でうつりました。そ
れと同じように、Tリンパ球が入って
いるものとして、性交渉時に精液によ
って男性から女性に感染します。それ
ともう一つ、Tリンパ球が豊富なもの
として母乳があります。この母乳を赤
ちゃんが飲むことによって消化管で母
児感染を起こす。この３つがメジャー
な感染ルートであることが知られてい
ます。
　池田　その３つなのですね。それで
体に入ってきて、白血球の中でどんど
ん増えていって、周りの白血球にまた
うつっていくのでしょうか。
　塚崎　大まかには感染したTリンパ
球が分裂・増殖することによってウイ
ルス自体も増えるということが知られ
ています。先ほどお話ししましたHIV、
以前はHTLV-Ⅲと言いましたけれど
も、このウイルスはホストの免疫をだ
んだん障害していくことによって、そ
の後でウイルスタンパクが血中に増殖
するウイルス血症（viremia）というか
たちでエイズを発症します。HTLV-
Ⅰはウイルス自身を発現せずに、感染
細胞が増殖する、クローン性に増殖し
ていくということで、宿主の免疫を回

避しながら感染を長期維持したあとに
ATLという白血病・リンパ腫を起こ
します。
　池田　そういう意味では、そんなに
爆発的にはウイルス量は増えないわけ
ですね。
　塚崎　おっしゃるとおりで、キャリ
アといいますけれども、HTLV-Ⅰウイ
ルスに感染した方の多くは、このTリ
ンパ球の中でウイルス量はだいたい１
％程度で一生涯を終えることになりま
す。それに対して、母児感染でHTLV-
Ⅰキャリアとなった方の中の５％程度
の方が、60年程度を経てからATLとい
う病気を発症します。
　池田　例えば、お母さんがこのウイ
ルス陽性で、赤ちゃんが母乳を飲みま
す。そうすると、60年ぐらいたたない
と白血病にならないわけですね。
　塚崎　そうなのです。
　池田　すごい長いですね。この長く
なる、時間がかかるという機序はわか
っているのでしょうか。
　塚崎　これはほかのヒトのがんとあ
る意味同じだといえます。ヒトのがん
というのは、小児、若い人には少なく
て、高齢者に多い。それは遺伝子異常
が５段階程度積み重なることによって、
多段階発がんによってがんが起きるか
らだといわれています。ちょうどそれ
と同じことがHTLV-Ⅰキャリアの方
にも考えられていて、HTLV-Ⅰウイ
ルスに感染するということは１つ目の
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　40歳女性、出産時に婦人科でHTLV（成人T細胞白血病）抗体陽性といわれて、
定期的な検査が必要と説明されました。末梢血で白血球分画を定期的に検査す
る以外に必要な検査はあるでしょうか、ご教示ください。

＜兵庫県開業医＞

HTLV-Iウイルスによる成人T細胞白血病・リンパ腫

　池田　40歳女性で、出産時にHTLV
抗体陽性といわれたということですが、
HTLV、成人T細胞白血病というのは
どんな病気なのでしょうか。
　塚崎　HTLVは、ウイルスの一種で、
Human T lymphotropic virus、あるい
はHuman T cell leukemia virusの１
型、typeⅠというのがつき、HTLV-
Ⅰといいます。このウイルスが成人T
細胞白血病・リンパ腫（adult T-cell 
leukemia-lymphoma；ATL）の原因ウ
イルスです。これは1980年代に初めて
ヒトで見つかったレトロウイルスです。
そして、HTLV-Ⅰが見つかったとき
に、1970年代に日本で発見されていた
ATLという白血病・リンパ腫の原因ウ
イルスであることが同定されたのです。
　この後、HTLV-Ⅱ、HTLV-Ⅲとい

うウイルスが次々に見つかったのです
が、HTLV-Ⅲは今名前が変わってい
て、HIV、ヒト免疫不全ウイルスです
が、当初はHTLV-Ⅲといわれていま
した。どのウイルスもCD４陽性のT
リンパ球に感染し、HTLV-Ⅰはこの
細胞を腫瘍化する。HTLV-Ⅲ、すな
わちHIVはこの細胞を滅ぼす。それに
対して、HTLV-Ⅱはほとんど何もし
ないということがわかっています。
　池田　これは母子感染とうかがった
のですけれども、ウイルスが体の中に
入ってきて白血病になる、これはどの
ようなスパンになっているのでしょう
か。
　塚崎　このレトロウイルスは自らの
逆転写酵素を用いてプロウイルスDNA
となり、Tリンパ球の染色体DNAに組

み込まれ、基本的に潜伏感染というか
たちを取っています。ですから、この
ウイルスがうつるためにTリンパ球が
移動する必要があります。そのために、
以前は輸血の場合に凍結血漿ではうつ
らずに、血球成分が入っている赤血球
または血小板輸血でうつりました。そ
れと同じように、Tリンパ球が入って
いるものとして、性交渉時に精液によ
って男性から女性に感染します。それ
ともう一つ、Tリンパ球が豊富なもの
として母乳があります。この母乳を赤
ちゃんが飲むことによって消化管で母
児感染を起こす。この３つがメジャー
な感染ルートであることが知られてい
ます。
　池田　その３つなのですね。それで
体に入ってきて、白血球の中でどんど
ん増えていって、周りの白血球にまた
うつっていくのでしょうか。
　塚崎　大まかには感染したTリンパ
球が分裂・増殖することによってウイ
ルス自体も増えるということが知られ
ています。先ほどお話ししましたHIV、
以前はHTLV-Ⅲと言いましたけれど
も、このウイルスはホストの免疫をだ
んだん障害していくことによって、そ
の後でウイルスタンパクが血中に増殖
するウイルス血症（viremia）というか
たちでエイズを発症します。HTLV-
Ⅰはウイルス自身を発現せずに、感染
細胞が増殖する、クローン性に増殖し
ていくということで、宿主の免疫を回

避しながら感染を長期維持したあとに
ATLという白血病・リンパ腫を起こ
します。
　池田　そういう意味では、そんなに
爆発的にはウイルス量は増えないわけ
ですね。
　塚崎　おっしゃるとおりで、キャリ
アといいますけれども、HTLV-Ⅰウイ
ルスに感染した方の多くは、このTリ
ンパ球の中でウイルス量はだいたい１
％程度で一生涯を終えることになりま
す。それに対して、母児感染でHTLV-
Ⅰキャリアとなった方の中の５％程度
の方が、60年程度を経てからATLとい
う病気を発症します。
　池田　例えば、お母さんがこのウイ
ルス陽性で、赤ちゃんが母乳を飲みま
す。そうすると、60年ぐらいたたない
と白血病にならないわけですね。
　塚崎　そうなのです。
　池田　すごい長いですね。この長く
なる、時間がかかるという機序はわか
っているのでしょうか。
　塚崎　これはほかのヒトのがんとあ
る意味同じだといえます。ヒトのがん
というのは、小児、若い人には少なく
て、高齢者に多い。それは遺伝子異常
が５段階程度積み重なることによって、
多段階発がんによってがんが起きるか
らだといわれています。ちょうどそれ
と同じことがHTLV-Ⅰキャリアの方
にも考えられていて、HTLV-Ⅰウイ
ルスに感染するということは１つ目の
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ステップですけれども、あと４～５つ
の段階が必要だからこそ、60～70年た
った後で５％弱の人に起こるのだろう
と考えられています。
　池田　その間にいろいろたくさんの
遺伝子異常がかかわるわけなので、そ
ういう意味では感染した細胞がクロー
ン化して、それがずっと長く生きなが
らえているという考えなのでしょうか。
　塚崎　おっしゃるとおりです。で 
すから、ATLを発症しない約95％の
HTLV-Ⅰキャリアの人においては、感
染したTリンパ球は一生涯、Tリンパ
球の中の１％前後で維持されているわ
けです。
　池田　ずばりHTLV-Ⅰ陽性の方で
何％、腫瘍化してしまうのでしょうか。
　塚崎　日本でのこれまでの疫学調査
によると、母乳で感染した方の中の５
％弱、１％強と考えられています。
　池田　わずかですね。20人に１人い
かない。
　塚崎　今日本に大まかに感染症が
100万人前後いるということがわかって
いまして、年間だいたい2,000～3,000
人に１人の方がATLを発症して、それ
が生涯となると数％ということになり
ます。そして日本での新規ATL患者数
は毎年約1,000人です。
　池田　確率としては低いわけですね。
末血で白血球分画を定期的に検査する
ことは役に立つのでしょうか。
　塚崎　ATLを発症する場合に、高悪

性度のATLと低悪性度のATLという
２種類のATL発症の仕方があります。
高悪性度というのは急性型またはリン
パ腫型といわれるタイプ、それに対し
て低悪性度はくすぶり型または慢性型
といわれるタイプです。
　高悪性度の場合はいろいろな臓器浸
潤、日和見感染症、高Ca血症による症
状をとることが多いです。それに対し
て、低悪性度の場合には症状がなくて、
健診等で発見される、広い意味での慢
性白血病の一種として発見される場合、
また慢性の皮膚病変で発症する場合も
あります。
　池田　症状があって、それでHTLV-
Ⅰの抗体が陽性ということで、診断が
可能なのですけれども、予測としてそ
のほかに何か方法はあるのでしょうか。
ウイルス量を測定するとか、そういう
ことで予測はつくのでしょうか。
　塚崎　ATLを発症しやすいキャリア
の方、ATLを発症しにくいキャリアの
方、これは今先生がおっしゃられたよ
うに、まさに血液中のウイルス量を測
定することによってかなりわかってき
ました。先ほどお話ししたように、母
乳でHTLVに感染した人の数％がATL
を発症しますが、ウイルス量がある一
定の基準よりも高い人の場合にはその
発症リスクが20％程度になるというこ
とがわかっています。しかしながら、
ここが重要なことなのですけれども、
この20％、ATLを発症するリスクがあ

るとわかったハイリスクのHTLV-Ⅰキ
ャリアの方に対して、ではATLの発症
を予防するいい方法があるかというと、
残念ながらそれはないのです。
　ということから、現在はHTLV-Ⅰウ
イルス量を測定することは、ATL発症
高リスク群を同定することはできます
が、その方々に介入する方法が残念な
がらありませんので、そういう検査が
必須かというと、そうではありません。
現在、日本の幾つかの研究班でウイル
ス量を測定することは可能ですけれど
も、これが保険診療で適用となってい
るわけではありません。
　池田　逆に言いますと、あなたは発
症リスクが20％になりますねというの
がわかること自体が、患者さんにとっ
てはちょっと酷になりますね。
　塚崎　そういう場合も現状として 
はあります。ですから、私としては
HTLV-Ⅰのキャリアであるというこ
とが告知された一般人の方、これは現
在は妊婦健診、それと献血に行かれて、
感染症があるということを指摘される
ことがありますので、こういうかたち
で、健康なのだけれどもHTLV-Ⅰの
キャリアであるということを指摘され
た方々に対して、ある意味、定期的血
液検査を推奨するには至っていないと
思います。
　しかしながら、何らかの病気があっ
て受診する際は、その受診した医療機
関では、自分がHTLV-Ⅰのキャリア

であることを言われると、その病気が
ATLに関連したもの、あるいはこのウ
イルスはHTLV-Ⅰ関連脊髄症という、
HAM（HTLV-Ⅰ associated myelo-
pathy）といわれる病気の原因でもあ
りますので、この病気の初期症状であ
るということがわかる場合もあるかと
思います。
　池田　今、いろいろな科で生物学的
製剤などが使われているのですけれど
も、我々も乾癬という病気で使ったり
するのですが、それに関して、HTLV
抗体陽性の場合に投与をどうすべきか
など、あまりガイドラインにも書いて
ありません。一般的に、例えば患者さ
んがステロイドが必要な状態のときに
はどのようにこれをアドバイスやモニ
ターされるのでしょうか。
　塚崎　医療人にとってたいへん重要
なポイントです。リンパ腫の発症には
免疫不全がかかわるというのは一般論
としてありますので、HTLV-Ⅰ感染者
においても免疫不全状態になるとATL
を発症しやすいだろうと考えています。
そういうこととして、今、HTLV-Ⅰ対
策の宮崎大学の岡山先生がリウマチな
どで種々の生物学的製剤を用いること
によるHTLV-Ⅰキャリアへの影響を
研究しています。この班では、乾癬等
も含めて、生物学的製剤がHTLV-Ⅰ
キャリアにどういう影響を与えるかを
調べています。現時点では、ATL発
症の有無とともに、例えばウイルス量
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ステップですけれども、あと４～５つ
の段階が必要だからこそ、60～70年た
った後で５％弱の人に起こるのだろう
と考えられています。
　池田　その間にいろいろたくさんの
遺伝子異常がかかわるわけなので、そ
ういう意味では感染した細胞がクロー
ン化して、それがずっと長く生きなが
らえているという考えなのでしょうか。
　塚崎　おっしゃるとおりです。で 
すから、ATLを発症しない約95％の
HTLV-Ⅰキャリアの人においては、感
染したTリンパ球は一生涯、Tリンパ
球の中の１％前後で維持されているわ
けです。
　池田　ずばりHTLV-Ⅰ陽性の方で
何％、腫瘍化してしまうのでしょうか。
　塚崎　日本でのこれまでの疫学調査
によると、母乳で感染した方の中の５
％弱、１％強と考えられています。
　池田　わずかですね。20人に１人い
かない。
　塚崎　今日本に大まかに感染症が
100万人前後いるということがわかって
いまして、年間だいたい2,000～3,000
人に１人の方がATLを発症して、それ
が生涯となると数％ということになり
ます。そして日本での新規ATL患者数
は毎年約1,000人です。
　池田　確率としては低いわけですね。
末血で白血球分画を定期的に検査する
ことは役に立つのでしょうか。
　塚崎　ATLを発症する場合に、高悪

性度のATLと低悪性度のATLという
２種類のATL発症の仕方があります。
高悪性度というのは急性型またはリン
パ腫型といわれるタイプ、それに対し
て低悪性度はくすぶり型または慢性型
といわれるタイプです。
　高悪性度の場合はいろいろな臓器浸
潤、日和見感染症、高Ca血症による症
状をとることが多いです。それに対し
て、低悪性度の場合には症状がなくて、
健診等で発見される、広い意味での慢
性白血病の一種として発見される場合、
また慢性の皮膚病変で発症する場合も
あります。
　池田　症状があって、それでHTLV-
Ⅰの抗体が陽性ということで、診断が
可能なのですけれども、予測としてそ
のほかに何か方法はあるのでしょうか。
ウイルス量を測定するとか、そういう
ことで予測はつくのでしょうか。
　塚崎　ATLを発症しやすいキャリア
の方、ATLを発症しにくいキャリアの
方、これは今先生がおっしゃられたよ
うに、まさに血液中のウイルス量を測
定することによってかなりわかってき
ました。先ほどお話ししたように、母
乳でHTLVに感染した人の数％がATL
を発症しますが、ウイルス量がある一
定の基準よりも高い人の場合にはその
発症リスクが20％程度になるというこ
とがわかっています。しかしながら、
ここが重要なことなのですけれども、
この20％、ATLを発症するリスクがあ

るとわかったハイリスクのHTLV-Ⅰキ
ャリアの方に対して、ではATLの発症
を予防するいい方法があるかというと、
残念ながらそれはないのです。
　ということから、現在はHTLV-Ⅰウ
イルス量を測定することは、ATL発症
高リスク群を同定することはできます
が、その方々に介入する方法が残念な
がらありませんので、そういう検査が
必須かというと、そうではありません。
現在、日本の幾つかの研究班でウイル
ス量を測定することは可能ですけれど
も、これが保険診療で適用となってい
るわけではありません。
　池田　逆に言いますと、あなたは発
症リスクが20％になりますねというの
がわかること自体が、患者さんにとっ
てはちょっと酷になりますね。
　塚崎　そういう場合も現状として 
はあります。ですから、私としては
HTLV-Ⅰのキャリアであるというこ
とが告知された一般人の方、これは現
在は妊婦健診、それと献血に行かれて、
感染症があるということを指摘される
ことがありますので、こういうかたち
で、健康なのだけれどもHTLV-Ⅰの
キャリアであるということを指摘され
た方々に対して、ある意味、定期的血
液検査を推奨するには至っていないと
思います。
　しかしながら、何らかの病気があっ
て受診する際は、その受診した医療機
関では、自分がHTLV-Ⅰのキャリア

であることを言われると、その病気が
ATLに関連したもの、あるいはこのウ
イルスはHTLV-Ⅰ関連脊髄症という、
HAM（HTLV-Ⅰ associated myelo-
pathy）といわれる病気の原因でもあ
りますので、この病気の初期症状であ
るということがわかる場合もあるかと
思います。
　池田　今、いろいろな科で生物学的
製剤などが使われているのですけれど
も、我々も乾癬という病気で使ったり
するのですが、それに関して、HTLV
抗体陽性の場合に投与をどうすべきか
など、あまりガイドラインにも書いて
ありません。一般的に、例えば患者さ
んがステロイドが必要な状態のときに
はどのようにこれをアドバイスやモニ
ターされるのでしょうか。
　塚崎　医療人にとってたいへん重要
なポイントです。リンパ腫の発症には
免疫不全がかかわるというのは一般論
としてありますので、HTLV-Ⅰ感染者
においても免疫不全状態になるとATL
を発症しやすいだろうと考えています。
そういうこととして、今、HTLV-Ⅰ対
策の宮崎大学の岡山先生がリウマチな
どで種々の生物学的製剤を用いること
によるHTLV-Ⅰキャリアへの影響を
研究しています。この班では、乾癬等
も含めて、生物学的製剤がHTLV-Ⅰ
キャリアにどういう影響を与えるかを
調べています。現時点では、ATL発
症の有無とともに、例えばウイルス量
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の変動をフォローアップ中という状況
です。
　池田　今後それが明らかになってい
くわけですね。
　塚崎　それまではHTLV-Ⅰキャリ
アの方にそういう治療をされるときに
は、定期的な白血球分画のフォローが
必要ではないでしょうか。
　池田　最近、治療のトピックスはあ
りますか。
　塚崎　高悪性度のATLに対しては強
力な化学療法をした後、早期に同種造
血幹細胞移植を行っていくことで治癒
をもたらすことができると、今推奨さ
れています。
　池田　治癒をもたらすということは、
潜在しているクローンまで全部やっつ
けられるという意味なのでしょうか。
　塚崎　まさに同種免疫療法が骨髄移
植ではできますので、そうできること
が報告されています。
　池田　そういう意味では、通常の感
染症で起こる病気というよりは、クロ
ーンさえやっつけてしまえば、感染し
ていない状態と同じになれるというこ
とでしょうか。
　塚崎　少なくとも５年、10年という
長期生存を高悪性度のATLに対して４
割前後にもたらすことができるという
意味で、同種造血幹細胞移植はたいへ
んいい治療法です。
　しかしながら、合併症が多い高齢の

方には移植はできません。そういう方
に対しての治療法も必要なのですが、
それには日本で開発された抗CCR４抗
体、モガムリズマブ、これが有用であ
ることが報告されて、承認されていま
すし、最近はレナリドマイドという薬、
これは骨髄腫や骨髄異形成症候群に使
われていて、免疫調整薬ですけれども、
再発ATLに対して有用であることから
保健適用となりました。
　一方、低悪性度のATLに対しては、
皮膚病変があったり、日和見感染症が
あったりしても、標準治療は高悪性度
となるまでwatchful waiting（WW）だ
ったのです。WWは、副作用が少なく
て、いい効果を出すことができる治療
法がない場合、緩徐な経過をとる慢性
リンパ性白血病などに使われている治
療法です。現在初発のATLに対する標
準治療は、低悪性度の場合のWWか、
高悪性度の場合の強力な化学療法の後
の同種造血幹細胞移植ということにな
り、中間的治療法がありません。そこ
にいい治療法を開発したいということ
で、今、ジドブジンというHIVの治療
薬とインターフェロンの併用療法が
ATL、特に皮膚病変を有する低悪性
度のATLに有用だという海外からの
報告がありますので、それに対しての
臨床試験が行われています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

神奈川県立こども医療センター皮膚科部長
馬　場　直　子

（聞き手　池田志斈）

　アレルゲン検査のためのスクラッチ、プリックテストについてご教示くださ
い。
　１．実施方法と実施する際の注意点
　２．結果の評価方法
　３．RAST法などによる血中IgE抗体の検査と比較した臨床上の得失

＜埼玉県開業医＞

アレルゲン検査

　池田　馬場先生、アレルゲン検査の
ためのスクラッチテスト、プリックテ
ストについて、実際にどのようなもの
を用意して、どのようにするのでしょ
うか。
　馬場　実施方法と実施する際の注意
点についてお話しさせていただきたい
と思います。スクラッチテストやプリ
ックテストは、IgEの関与するアレル
ギー疾患の基本的な検査法として広く
用いられています。抗原を皮膚に直接
滴下し、皮膚に分布するマスト細胞の
表面のIgE抗体と反応させて、遊離さ
れるヒスタミンを主とした化学伝達物
質による即時型反応である膨疹と紅斑
を見る検査です。

　まず、最も一般的に行われているプ
リックテストで、被検部位の選び方と
しては健常皮膚で行うこと。検査部位
にはステロイドの外用薬を塗ってはい
けないこと。また、抗ヒスタミン薬の
内服は、ポララミンやペリアクチンの
ような第一世代抗ヒスタミン薬は24時
間以上前からのまないこと。第二世代
の抗ヒスタミン薬は３日以上前からの
まないことなどが望ましいとされてい
ます。そして、アナフィラキシーの発
症に備えて救急カートを用意しておく
ことが推奨されます。
　まず、通常は前腕の屈側または背中
を酒精綿で消毒します。そして、２㎝
ぐらいの間隔を空けて抗原液を滴下し
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