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患者とキャリアの声

ATL発症を「運命」として受け入れ、
治療に専念
　私が治療を受け、こうして日常生活に復帰できた背景には、いく
つかの幸運が重なったことがあると考えています。まず、身体が頑
健であったことが挙げられます。39 歳で生活習慣病を指摘された
後、食生活を改め、ジョギングを22 年にわたって続けていました。
2009 年 5月にATL発症の告知を受けましたが、その2か月前に
は東京マラソンを完走しており、その後の治療に耐えるだけの体力
があったのです。また、その 4 年前には献血でHTLV-1ウイルスに
感染していることが判明し、定期的に検査を受けていたために、早
期発見・早期治療となったこと、発症時の年齢が 61歳であったこ
とも幸いでした。もっと早い時期に発症していたら、骨髄バンクが
設立されておらず 注1）、骨髄移植を受けることができなかったかも

しれませんし、ミニ移植 注2）を受けることもできませんでした。逆に
もっと発症が遅ければ、高齢のために骨髄移植を受けるのは困難
であったかもしれません。
　告知を受けた際には目の前が真っ暗になり、足が震えましたが、
その1時間後には妻に向かって「この病気と闘う。必ず勝つ」と口
にしていました。その言葉を声に出すことで、勇気が湧き、気持ちが
楽になったのです。なぜ前向きになることができたのか。HTLV-1
ウイルスに感染した人のうち、ATLを発症するのは5%程度で、急
性型のATLを発症する人は年間で約1,000人に1人であることが
知られています。そのような確率の病気を発症したこと、これはい
わば「運命」ではないかと考えたのです。
　思い返してみると、これまでの私の人生にはいくつかの運命と闘
いがありました。私のライフワークである障害福祉に携わったのも
ひとつの運命ですし、障害福祉における闘いは世の中の無理解・
無関心との闘いでもあります。運命は向こうからやってきたもので、

受けることになると説明されました。
内丸　1年の命というのは、正確に言いますと、抗がん剤による治
療を受けた場合の「生存期間中央値」を指しています。これは患者
さんの 50%が亡くなるのが約1年であることを意味していますが、
裏返していえば 50%の患者は1年経っても生存していますし、2年
経っても3割程度の方が生存しています。それを説明したうえで最
善の努力をしましょうというのが本来あるべき説明だと思います。
池田　ATLの告知を受けた後はどのように治療を受けられたので
しょうか。
安河内 友人がインターネットで鹿児島にある今
村病院分院を探し出し、そこで初めて骨髄移植と
いう治療があることを教わりました。ただ、骨髄
移植には長期の入院が必要になるということもあ
り、身内のいる場所に近い九州がんセンターに入
院することになったのです。そこにたどり着くま
でが大変でした。一番つらかったのは、最初の病院で紹介状を依頼
したときに、忙しいからすぐには出せないといわれたことです。
内丸　インターネットなどで情報を探さないと良い病院にたどりつ
けない、というのではなく、本来はどの病院に行っても一定の情報
が得られなくてはなりませんし、専門の病院であればどの病院でも
同じ治療が受けられるという形でなければいけないと思います。た
だ、これはそう簡単ではありません。2011年に全国の病院を調査し
た結果では、血液内科医の 95%が急性型のATLを移植の対象だ
と考えていました。ところが、移植が可能な年齢については、45歳
までの患者のみに限って行っている病院もあれば、75歳まで移植
が可能と考えている病院もあり、大きなばらつきがあったのです。
このため、その病院の方針で移植は若い方のみに行っている場合
には、はじめから移植という治療法を説明しない可能性もありま
す。ですが、たとえその病院の方針で移植対象の年齢ではなかった
としても、他の病院ではこういう治療法があり、こういうデータがあ
る、という情報を提供するべきなのではないかと思います。

一刻も早い治療薬開発を
山野　HAM（HTLV-1関連脊髄症）は、HTLV-1ウイルスが原因で
脊髄に慢性の炎症が起きる病気です。脳からの足を動かす指令

や、排尿や排便の指令は脊髄を通りますが、HAMの場合は脊髄
中の神経細胞が壊れてしまうために、歩けなくなったり、排尿の調
節ができなくなったり、頑固な便秘になるといった症状がみられま
す。重症の方は車椅子や寝たきりになってしまうこともあります。 
池田　HAMについてはどのようなことが課題になっているので
しょうか。
菅付　2003 年のアトムの会の発足当初は、周
囲の理解を得ることに非常に苦労しました。そ
の後、皆で結束し活動を行ったことが功を奏し
て、2009 年にHAMは「難治性疾患克服研究
事業」の対象に指定されました。さらに、2010 年
には国が HTLV-1特別対策チームを設置し、妊
婦健診などの総合対策事業も始まりました。しかしHAM患者とし
ては、治療薬がない現状には変わりがないということが一番の問
題です。
石母田　HAMの治療を行う専門の施設が少ないことも問題で
す。北海道や東北では現在でも専門の医師が少なく、関東でも専
門の施設での治療を受けている患者は一部だと思われます。
山野　治療薬がなく、診療体制に地域差があるのは希少難病に共
通する問題ではないかと思います。診療体制に関しては、各地に拠
点病院を設けるのか、あるいは専門病院にたどりつけるようなネッ
トワークの整備を行うのか、これら2つの方法について検討が行
われています。また、治療薬については、最近ようやく病態の研究
が進んできまして、新薬の候補も出てきています。ただ、臨床試験
（治験）まで進んでいる薬は少なく、まだ時間がかかるのが現状で
す。新薬の開発には費用もかかりますので、国の支援が必要だと思
います。
菅付　研究者や医師に任せきりで「薬はまだ
か」というば かりでなく、皆で力を合わせて運
動を続けていくことが大切だと思 います。
石母田　これからも国に対する訴えかけが必
要ですし、HAM患者は進行すれば車椅子や
寝たきりになることも多く、時間がありません。
1日でも早く薬を開発していただきたいと思っています。また、治療
費の助成を受けられる特定疾患への指定も必要です。アトムの会
でも要望を続けていきたいと思っています。
山野　HAMの患者さんがどれほど困っているのかということを含
めて、実態を把握するための「HAMねっと※」という患者登録システ
ムが作られています。また、患者会はとても大切で、患者さん同士の
交流を通じて生きる希望を得る場にもなっていると思います。
池田　これまで皆さんのお話をうかがっていまして、患者会の活動
と、国や医療機関の研究がいわば車の両輪になっていくような形
が必要だと改めて感じました。本日はありがとうございました。
※http://hamtsp-net.com/

浅野さんは、2009年 5月にATLを発症し、東京大学医科学
研究所附属病院での化学療法（抗がん剤による治療）の後、国立
がん研究センター中央病院で骨髄移植を受けました。翌年2月
に退院、療養生活を経て、2011年 5月に慶應義塾大学教授に
復帰しました。

　「HTLV-1」（ヒトＴ細胞白血病ウイルス）は、成人T
細胞白血病（ATL）やHTLV-1関連脊髄症（HAM）を
引き起こすことがあるウイルスです。HTLV-1ウイル
スに感染した人（キャリア）のうち、病気を発症するのは
5%程度の人ですが、日本には約110万人の感染者
がいるといわれています。
　特定非営利活動法人（NPO法人）「日本からHTLV
ウイルスをなくす会」では、2012年7月29日、横浜
市にある神奈川県総合医療会館で、HTLV-1や
ATL、HAMをテーマとした講演会・シンポジウムを
開催。第一部の講演会では、元宮城県知事・慶應義塾
大学教授の浅野史郎さんにATLとの闘病経験をお
話しいただきました。また、第二部のシンポジウムで
は、HTLV-1キャリア、ATLそしてHAMについて、
キャリアの母親、患者、専門家の皆さんに、その経験と
今後の課題について語っていただきました。

第一部　講演会

「ATL（成人T細胞白血病）と向き合って」

浅野 史郎さん
元宮城県知事　慶應義塾大学総合政策学部教授

ATL患者会「ATLネット」代表

司会

池田 達郎さん
NHKアナウンサー

石母田 衆さん 全国HAM患者友の会アトムの会 代表
山野 嘉久先生 聖マリアンナ医科大学 難病治療研究センター
菅付 加代子さん NPO 法人 日本からHTLVウイルスをなくす会

「HAMについて」

特定非営利活動法人（NPO法人）「日本からHTLVウイルスをなくす会」

特定非営利活動法人（NPO法人）「日本からHTLVウイルスをなくす会」



山野 嘉久先生

内丸 薫先生

大花 愛さん

畑 由美子さん

田村 佐紀子さん

運命に抗うことはできず、悩んでも、何も変わりません。とにかく病
気と闘うと決めたことで、自分が主体的に治療に関わるという意識
が出てきたことはたしかです。

注 1） 日本骨髄バンク（骨髄移植推進財団）の設立は 1991年。
注 2） 比較的身体に負担の少ない化学療法をした後に骨髄移植を行う方法で、2000

　　　
年以降に確立された治療法。

医師との信頼関係を築くために、
患者にとって必要なこと
　私の場合、信頼できる主治医に恵まれたことは幸運でしたが、患
者自身が努力して医師や医療スタッフとの信頼関係を築くことも必
要だと思います。そのためには正しいコミュニケーションが大切で
す。例えば、治療の内容や見通しについてたずねる場合も、医師は
非常に多忙ですから、的確に質問し、患者もそれをしっかりと理解
しようとする努力が必要です。このような質問は、医師の側からす
れば、患者がどのようなことを知りたがっていて、どんな点に不安を
抱いているのかを知るきっかけになります。
　インフォームド・コンセントとは、医師がわかりやすく治療の内
容を説明し、患者がそれに納得し、同意したうえで治療を受けるこ
とを指します。インフォームド・コンセントが必要なのは、どんな治
療にも一定のリスクが伴うからです。骨髄移植の場合、合併症や死
亡のリスクもあるので、それを聞いた時には内心非常に動揺しまし
た。しかし、事故や災害に対する危機管理の場合も、情報が与えら
れずにパニックになるよりも、十分な情報を与えられたうえで事態に
接したほうが対処しやすいことが知られています。私の場合、中心
静脈カテーテル 注 3）を挿入したり、骨髄穿刺 注 4）を受けたりする際
も、あまり痛みはありませんでしたが、これには主治医への信頼が
厚かったことが影響したのかもしれません。
　2010 年 2月に退院する際、主治医に「（治療は）マラソンに例え
れば何 kmの地点なのか」とたずねたところ、まだ 10km地点だと
言われ、非常に驚きました。自分では 35kmぐらいだと思っていた
のです。しかし、これは「まだまだ」とか「もうすぐ」と言われるよりも
よほどわかりやすい例えで、大いに励みになりました。妻の支えも
大きく、感染症にかからないよう、手洗いやうがい、食事など、毎日
こと細かに注意を受けています。
　骨髄移植のドナーと患者はお互いに人物を特定することはでき
ませんが、命を救ってくれた骨髄ドナーには本当に感謝していま
す。移植コーディネーターの方によれば、骨髄ドナーのほとんどが、
骨髄採取を終えると「ありがとう」と口にするそうです。感謝すべき
は患者のほうですが、人の命を救うことができれば、という願いが
叶ったことから出る言葉なのかもしれません。

注 3）心臓の近くの血管にカテーテル（管）を通す処置。抗がん剤を投与するためなどに

　　　
に用いられる。

注 4）「マルク」とも呼ばれる。局所麻酔をかけたうえで胸の骨や腰の横の骨に注射針
　　　を刺し、骨髄内の細胞を検査する方法。痛みを伴う場合が多いといわれる。

HTLV-1ウイルスは日常生活では感染しない
山野　HTLV-1とは、ヒトの血液中にあるT細
胞と呼ばれるリンパ球に感染するウイルスです。
このウイルスが発見されたのは1980 年ですが、
日本では縄文時代から存在したと考えられてい
ます。HTLV-1は成人T細胞白血病（ATL）や
HTLV-1関連脊髄症（HAM）の原因となることが
知られていますが、幸いなことに、HTLV-1に感染した方のほとんど
はATLやHAMを発症せずに一生を終えることがわかっています。
ただ、残念ながら約5%の方がATLやHAMを発症しますので、や
はり何らかの対策をとる必要性があります。HTLV-1は感染していて
も自覚症状がないので、感染に気付いていない方が非常に多いと考
えられますが、2008 年度に行われた疫学調査では、日本の感染者数
は少なくとも約110万人であると推計されています。
池田　HTLV-1はどのように感染するのでしょうか。
内丸　まず強調したいのは、HTLV-1は、日常
生活で感染するようなことは絶対にないという
ことです。感染経路としてはっきりしているのは
輸血、母子感染、性交渉の3つだけです。このう
ち輸血については、1986 年以降、献血の段階で
HTLV-1ウイルスのある血液は使われなくなって
います。日本人のキャリアのうち、およそ 7割が母子感染ではない
かと推測されています。母子感染については、主に母乳を介してい
ると考えられています。ただ、全く授乳をしない場合でも3% 程度
の子どもが感染することから、母乳以外にも子宮内や分娩時の産
道感染があるのではないかと考えられています。性交渉について
は、感染の確率は低いのですが、主に男性から女性への感染が多

く、女性から男性への感染は少ないと考えられています。
池田　母子感染を防ぐという観点では、妊婦の方がまず自分が感
染しているかどうかを確認することが重要になってくると思います
が、いかがですか。
山野　現在は妊婦のHTLV-1 抗体検査が全国的に行われるよう
になっています。授乳については、①人工乳を与える、②3か月以内
の短期に限って母乳を与える、③冷凍した母乳を与えるという3つ
の方法が有効ですが、いずれが最も良いのかについては、さらに調
査が行われています。

「HTLV-1キャリア」=「病気」ではない
池田　次に、HTLV-1キャリアの母親の方がどのような悩みをお持
ちなのか、「キャリアママの会 カランコエ」の皆さんにうかがいたい
と思います。
畑　私は 2009 年の妊婦健診の際にHTLV-1
キャリアであることがわかったのですが、その際
には私は全くHTLV-1のことを知りませんでし
た。感染を告げられたときには、「白血病」という
言葉にショックを受け、病気ではないのに、子供
は産めないのか、自分が治療を受けなければな
らないのか、など、非常に悩みました。インターネットで情報を集め
るうち、菅付加代子さんが代表の「日本からHTLVウイルスをなく
す会」にたどりつきました。
大花　私は第1子を育てる際に、断乳で非常に
苦労しました。周囲からはどうして母乳を捨てる
のかとたずねられます。私は自分でその理由を説
明していましたが、それができない方はとてもつら
い思いをしていて、周囲にも言えないし、夫にも話
していないという相談を受けたこともあります。
田村　私も母乳を止めるために氷を胸に当てたりして、非常に苦し
い思いをしました。なぜ母乳を飲ませられないのか、仲の良い友達
には話せますが、授乳室などで知らない方から母乳ではないのかと
言われて傷ついたこともあります。これから献血などでキャリアで
あることがわかる若い方もいると思いますが、そうした方に自分の
体験を話してあげられたら、と考えています。
畑　全国一律での抗体検査が始まったことで、知る権利を得た点

では一歩前進と思いますが、母親の側にしてみると、母乳を与えな
くても3% 程度は感染があるということで、心配されることもあり
ますね。
田村　子どもの抗体検査をするかどうかについ
ても、仮に陽性であった場合にも、すぐに何かが
できるわけではありません。キャリアの方で同じ
悩みを抱えている方もいらっしゃるのではない
でしょうか。啓発活動によってHTLV-1に対す
る社会の認知度が高まったときに、自分の子ど
もの抗体検査をして、もしキャリアであれば、結婚や育児など、年
齢に応じて相談に乗ってあげたいと思います。
内丸　HTLV-1専門外来でも必ず話すのですが、まず、HTLV-1キャ
リアであるという状態は病気ではありません。つまり、患者ではない
のですね。特に妊婦健診でキャリアであることを指摘された方に対
しては、そのような点も含め、専門的な知識をもったスタッフが正し
い情報を伝えられるような体制が必要です。また、保健所などの相
談窓口についても、有効に機能させることが次の課題だと思います。

HTLV-1に関する詳しい情報は「HTLV-1情報サービス」http://www.htlv1joho.org/ 
をご覧ください。

医療機関からの情報提供はどうあるべきか
池田　菅付さんはNPOを開設されていますが、どのような相談が
多いのでしょうか。
菅付　最初は九州からの相談が多いと思っていたのですが、全国
からの相談が多いのです。内容は様々ですが、共通しているのは、
何も知らない状況でATLになってしまった、重篤な病気と言われ
たが、どんな病気なのか知りたい、という点です。やはり啓発が重
要だと思います。
池田　安河内さんは 2004 年にATLを発症し、ミニ移植を受けて
復帰されていますが、最初はどのように発見されたのでしょうか。
安河内 私にとってATLは初めてのがんではなく、肝内胆管がん
の治療後の 5年目の検診の際に診断されました。その際には、余命
はあと1年だと説明を受けました。その場では実感がなかったので
すが、帰宅してから涙が出てきたのを覚えています。そのときには
HTLV-1のキャリアであることも知りませんでしたし、ATLという
白血病があることも把握していませんでした。その病院では、骨髄
移植という選択肢があることは知らされず、抗がん剤による治療を

HTLV-1キャリアやATL、HAM患者はどのような悩みを持ち、何を感じているのか。専門家を交えたシンポジウムが行われました。

第二部　シンポジウム

HTLV-1キャリア、ATL、HAM
患者の立場での経験から伝えたいこと、できること

畑 由美子さん キャリアママの会 カランコエ 代表
大花 愛さん キャリアママの会 カランコエ
田村 佐紀子さん キャリアママの会 カランコエ
内丸 薫先生 東京大学医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科
山野 嘉久先生 聖マリアンナ医科大学 難病治療研究センター

「HTLV-1キャリアについて」

安河内 眞美さん ギャラリーやすこうち 店主
内丸 薫先生 東京大学医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科
菅付 加代子さん NPO 法人 日本からHTLVウイルスをなくす会

「ATLについて」



山野 嘉久先生

内丸 薫先生

大花 愛さん

畑 由美子さん

田村 佐紀子さん

運命に抗うことはできず、悩んでも、何も変わりません。とにかく病
気と闘うと決めたことで、自分が主体的に治療に関わるという意識
が出てきたことはたしかです。

注 1） 日本骨髄バンク（骨髄移植推進財団）の設立は 1991年。
注 2） 比較的身体に負担の少ない化学療法をした後に骨髄移植を行う方法で、2000

　　　
年以降に確立された治療法。

医師との信頼関係を築くために、
患者にとって必要なこと
　私の場合、信頼できる主治医に恵まれたことは幸運でしたが、患
者自身が努力して医師や医療スタッフとの信頼関係を築くことも必
要だと思います。そのためには正しいコミュニケーションが大切で
す。例えば、治療の内容や見通しについてたずねる場合も、医師は
非常に多忙ですから、的確に質問し、患者もそれをしっかりと理解
しようとする努力が必要です。このような質問は、医師の側からす
れば、患者がどのようなことを知りたがっていて、どんな点に不安を
抱いているのかを知るきっかけになります。
　インフォームド・コンセントとは、医師がわかりやすく治療の内
容を説明し、患者がそれに納得し、同意したうえで治療を受けるこ
とを指します。インフォームド・コンセントが必要なのは、どんな治
療にも一定のリスクが伴うからです。骨髄移植の場合、合併症や死
亡のリスクもあるので、それを聞いた時には内心非常に動揺しまし
た。しかし、事故や災害に対する危機管理の場合も、情報が与えら
れずにパニックになるよりも、十分な情報を与えられたうえで事態に
接したほうが対処しやすいことが知られています。私の場合、中心
静脈カテーテル 注 3）を挿入したり、骨髄穿刺 注 4）を受けたりする際
も、あまり痛みはありませんでしたが、これには主治医への信頼が
厚かったことが影響したのかもしれません。
　2010 年 2月に退院する際、主治医に「（治療は）マラソンに例え
れば何 kmの地点なのか」とたずねたところ、まだ 10km地点だと
言われ、非常に驚きました。自分では 35kmぐらいだと思っていた
のです。しかし、これは「まだまだ」とか「もうすぐ」と言われるよりも
よほどわかりやすい例えで、大いに励みになりました。妻の支えも
大きく、感染症にかからないよう、手洗いやうがい、食事など、毎日
こと細かに注意を受けています。
　骨髄移植のドナーと患者はお互いに人物を特定することはでき
ませんが、命を救ってくれた骨髄ドナーには本当に感謝していま
す。移植コーディネーターの方によれば、骨髄ドナーのほとんどが、
骨髄採取を終えると「ありがとう」と口にするそうです。感謝すべき
は患者のほうですが、人の命を救うことができれば、という願いが
叶ったことから出る言葉なのかもしれません。

注 3）心臓の近くの血管にカテーテル（管）を通す処置。抗がん剤を投与するためなどに

　　　
に用いられる。

注 4）「マルク」とも呼ばれる。局所麻酔をかけたうえで胸の骨や腰の横の骨に注射針
　　　を刺し、骨髄内の細胞を検査する方法。痛みを伴う場合が多いといわれる。

HTLV-1ウイルスは日常生活では感染しない
山野　HTLV-1とは、ヒトの血液中にあるT細
胞と呼ばれるリンパ球に感染するウイルスです。
このウイルスが発見されたのは1980 年ですが、
日本では縄文時代から存在したと考えられてい
ます。HTLV-1は成人T細胞白血病（ATL）や
HTLV-1関連脊髄症（HAM）の原因となることが
知られていますが、幸いなことに、HTLV-1に感染した方のほとんど
はATLやHAMを発症せずに一生を終えることがわかっています。
ただ、残念ながら約5%の方がATLやHAMを発症しますので、や
はり何らかの対策をとる必要性があります。HTLV-1は感染していて
も自覚症状がないので、感染に気付いていない方が非常に多いと考
えられますが、2008 年度に行われた疫学調査では、日本の感染者数
は少なくとも約110万人であると推計されています。
池田　HTLV-1はどのように感染するのでしょうか。
内丸　まず強調したいのは、HTLV-1は、日常
生活で感染するようなことは絶対にないという
ことです。感染経路としてはっきりしているのは
輸血、母子感染、性交渉の3つだけです。このう
ち輸血については、1986 年以降、献血の段階で
HTLV-1ウイルスのある血液は使われなくなって
います。日本人のキャリアのうち、およそ 7割が母子感染ではない
かと推測されています。母子感染については、主に母乳を介してい
ると考えられています。ただ、全く授乳をしない場合でも3% 程度
の子どもが感染することから、母乳以外にも子宮内や分娩時の産
道感染があるのではないかと考えられています。性交渉について
は、感染の確率は低いのですが、主に男性から女性への感染が多

く、女性から男性への感染は少ないと考えられています。
池田　母子感染を防ぐという観点では、妊婦の方がまず自分が感
染しているかどうかを確認することが重要になってくると思います
が、いかがですか。
山野　現在は妊婦のHTLV-1 抗体検査が全国的に行われるよう
になっています。授乳については、①人工乳を与える、②3か月以内
の短期に限って母乳を与える、③冷凍した母乳を与えるという3つ
の方法が有効ですが、いずれが最も良いのかについては、さらに調
査が行われています。

「HTLV-1キャリア」=「病気」ではない
池田　次に、HTLV-1キャリアの母親の方がどのような悩みをお持
ちなのか、「キャリアママの会 カランコエ」の皆さんにうかがいたい
と思います。
畑　私は 2009 年の妊婦健診の際にHTLV-1
キャリアであることがわかったのですが、その際
には私は全くHTLV-1のことを知りませんでし
た。感染を告げられたときには、「白血病」という
言葉にショックを受け、病気ではないのに、子供
は産めないのか、自分が治療を受けなければな
らないのか、など、非常に悩みました。インターネットで情報を集め
るうち、菅付加代子さんが代表の「日本からHTLVウイルスをなく
す会」にたどりつきました。
大花　私は第1子を育てる際に、断乳で非常に
苦労しました。周囲からはどうして母乳を捨てる
のかとたずねられます。私は自分でその理由を説
明していましたが、それができない方はとてもつら
い思いをしていて、周囲にも言えないし、夫にも話
していないという相談を受けたこともあります。
田村　私も母乳を止めるために氷を胸に当てたりして、非常に苦し
い思いをしました。なぜ母乳を飲ませられないのか、仲の良い友達
には話せますが、授乳室などで知らない方から母乳ではないのかと
言われて傷ついたこともあります。これから献血などでキャリアで
あることがわかる若い方もいると思いますが、そうした方に自分の
体験を話してあげられたら、と考えています。
畑　全国一律での抗体検査が始まったことで、知る権利を得た点

では一歩前進と思いますが、母親の側にしてみると、母乳を与えな
くても3% 程度は感染があるということで、心配されることもあり
ますね。
田村　子どもの抗体検査をするかどうかについ
ても、仮に陽性であった場合にも、すぐに何かが
できるわけではありません。キャリアの方で同じ
悩みを抱えている方もいらっしゃるのではない
でしょうか。啓発活動によってHTLV-1に対す
る社会の認知度が高まったときに、自分の子ど
もの抗体検査をして、もしキャリアであれば、結婚や育児など、年
齢に応じて相談に乗ってあげたいと思います。
内丸　HTLV-1専門外来でも必ず話すのですが、まず、HTLV-1キャ
リアであるという状態は病気ではありません。つまり、患者ではない
のですね。特に妊婦健診でキャリアであることを指摘された方に対
しては、そのような点も含め、専門的な知識をもったスタッフが正し
い情報を伝えられるような体制が必要です。また、保健所などの相
談窓口についても、有効に機能させることが次の課題だと思います。

HTLV-1に関する詳しい情報は「HTLV-1情報サービス」http://www.htlv1joho.org/ 
をご覧ください。

医療機関からの情報提供はどうあるべきか
池田　菅付さんはNPOを開設されていますが、どのような相談が
多いのでしょうか。
菅付　最初は九州からの相談が多いと思っていたのですが、全国
からの相談が多いのです。内容は様々ですが、共通しているのは、
何も知らない状況でATLになってしまった、重篤な病気と言われ
たが、どんな病気なのか知りたい、という点です。やはり啓発が重
要だと思います。
池田　安河内さんは 2004 年にATLを発症し、ミニ移植を受けて
復帰されていますが、最初はどのように発見されたのでしょうか。
安河内 私にとってATLは初めてのがんではなく、肝内胆管がん
の治療後の 5 年目の検診の際に診断されました。その際には、余命
はあと1年だと説明を受けました。その場では実感がなかったので
すが、帰宅してから涙が出てきたのを覚えています。そのときには
HTLV-1のキャリアであることも知りませんでしたし、ATLという
白血病があることも把握していませんでした。その病院では、骨髄
移植という選択肢があることは知らされず、抗がん剤による治療を

HTLV-1キャリアやATL、HAM患者はどのような悩みを持ち、何を感じているのか。専門家を交えたシンポジウムが行われました。

第二部　シンポジウム

HTLV-1キャリア、ATL、HAM
患者の立場での経験から伝えたいこと、できること

畑 由美子さん キャリアママの会 カランコエ 代表
大花 愛さん キャリアママの会 カランコエ
田村 佐紀子さん キャリアママの会 カランコエ
内丸 薫先生 東京大学医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科
山野 嘉久先生 聖マリアンナ医科大学 難病治療研究センター

「HTLV-1キャリアについて」

安河内 眞美さん ギャラリーやすこうち 店主
内丸 薫先生 東京大学医科学研究所附属病院 血液腫瘍内科
菅付 加代子さん NPO 法人 日本からHTLVウイルスをなくす会

「ATLについて」



安河内 眞美さん

菅付 加代子さん

石母田 衆さん

受けることになると説明されました。
内丸　1年の命というのは、正確に言いますと、抗がん剤による治
療を受けた場合の「生存期間中央値」を指しています。これは患者
さんの50%が亡くなるのが約1年であることを意味していますが、
裏返していえば 50%の患者は1年経っても生存していますし、2年
経っても3割程度の方が生存しています。それを説明したうえで最
善の努力をしましょうというのが本来あるべき説明だと思います。
池田　ATLの告知を受けた後はどのように治療を受けられたので
しょうか。
安河内 友人がインターネットで鹿児島にある今
村病院分院を探し出し、そこで初めて骨髄移植と
いう治療があることを教わりました。ただ、骨髄
移植には長期の入院が必要になるということもあ
り、身内のいる場所に近い九州がんセンターに入
院することになったのです。そこにたどり着くま
でが大変でした。一番つらかったのは、最初の病院で紹介状を依頼
したときに、忙しいからすぐには出せないといわれたことです。
内丸　インターネットなどで情報を探さないと良い病院にたどりつ
けない、というのではなく、本来はどの病院に行っても一定の情報
が得られなくてはなりませんし、専門の病院であればどの病院でも
同じ治療が受けられるという形でなければいけないと思います。た
だ、これはそう簡単ではありません。2011年に全国の病院を調査し
た結果では、血液内科医の 95%が急性型のATLを移植の対象だ
と考えていました。ところが、移植が可能な年齢については、45歳
までの患者のみに限って行っている病院もあれば、75歳まで移植
が可能と考えている病院もあり、大きなばらつきがあったのです。
このため、その病院の方針で移植は若い方のみに行っている場合
には、はじめから移植という治療法を説明しない可能性もありま
す。ですが、たとえその病院の方針で移植対象の年齢ではなかった
としても、他の病院ではこういう治療法があり、こういうデータがあ
る、という情報を提供するべきなのではないかと思います。

一刻も早い治療薬開発を
山野　HAM（HTLV-1関連脊髄症）は、HTLV-1ウイルスが原因で
脊髄に慢性の炎症が起きる病気です。脳からの足を動かす指令

や、排尿や排便の指令は脊髄を通りますが、HAMの場合は脊髄
中の神経細胞が壊れてしまうために、歩けなくなったり、排尿の調
節ができなくなったり、頑固な便秘になるといった症状がみられま
す。重症の方は車椅子や寝たきりになってしまうこともあります。 
池田　HAMについてはどのようなことが課題になっているので
しょうか。
菅付　2003 年のアトムの会の発足当初は、周
囲の理解を得ることに非常に苦労しました。そ
の後、皆で結束し活動を行ったことが功を奏し
て、2009 年にHAMは「難治性疾患克服研究
事業」の対象に指定されました。さらに、2010 年
には国が HTLV-1特別対策チームを設置し、妊
婦健診などの総合対策事業も始まりました。しかしHAM患者とし
ては、治療薬がない現状には変わりがないということが一番の問
題です。
石母田　HAMの治療を行う専門の施設が少ないことも問題で
す。北海道や東北では現在でも専門の医師が少なく、関東でも専
門の施設での治療を受けている患者は一部だと思われます。
山野　治療薬がなく、診療体制に地域差があるのは希少難病に共
通する問題ではないかと思います。診療体制に関しては、各地に拠
点病院を設けるのか、あるいは専門病院にたどりつけるようなネッ
トワークの整備を行うのか、これら2つの方法について検討が行
われています。また、治療薬については、最近ようやく病態の研究
が進んできまして、新薬の候補も出てきています。ただ、臨床試験
（治験）まで進んでいる薬は少なく、まだ時間がかかるのが現状で
す。新薬の開発には費用もかかりますので、国の支援が必要だと思
います。
菅付　研究者や医師に任せきりで「薬はまだ
か」というば かりでなく、皆で力を合わせて運
動を続けていくことが大切だと思います。
石母田　これからも国に対する訴えかけが必
要ですし、HAM患者は進行すれば車椅子や
寝たきりになることも多く、時間がありません。
1日でも早く薬を開発していただきたいと思っています。また、治療
費の助成を受けられる特定疾患への指定も必要です。アトムの会
でも要望を続けていきたいと思っています。
山野　HAMの患者さんがどれほど困っているのかということを含
めて、実態を把握するための「HAMねっと※」という患者登録システ
ムが作られています。また、患者会はとても大切で、患者さん同士の
交流を通じて生きる希望を得る場にもなっていると思います。
池田　これまで皆さんのお話をうかがっていまして、患者会の活動
と、国や医療機関の研究がいわば車の両輪になっていくような形
が必要だと改めて感じました。本日はありがとうございました。
※http://hamtsp-net.com/

石母田 衆さん 全国HAM患者友の会アトムの会 代表
山野 嘉久先生 聖マリアンナ医科大学 難病治療研究センター
菅付 加代子さん NPO 法人 日本からHTLVウイルスをなくす会

「HAMについて」

」会すくなをスルイウVLTHらか本日「）人法OPN（人法動活利営非定特


