I

妊 婦 へ の 結果説明 に つ いて

{1)WB法 検 査 で 判 定 保 留 また は 陽性 で あ つた場 合
Q: どうしたらよいでしょうか?
A:
①

授軍し
や性交渉を除 <普 通の生活では、家族や他人にうつす ことはあ りません。

②

母子感染 については、母寧Lを 介 して子どもに感染する可能性が ありますので、感染
予防を考える必要があります。生まれて <る 自分の子どもへの感染の リスクを減ら
すため に、授寧L栄 養法 に関 し正確な情報を十分に得て、栄養方法を選びま しょう。

Q:

夫や家族に相談すべきで しょうか ?

A:
家族と夫への対応は別と考えたほうが良いで しょう。

<夫 >
ご夫婦の状況によって変わ りますが、可能であれば相談 した方が良いと悪います。

HttL∨ ‑1陽 性 の場合は、断平し
をは じめ 、子 どもの HttL∨ ‑1感 染 の検査な どを考えるに

あたつて、家族で情報を共有 して対応する方がよいと悪われます。
悩みや不安を抱 えることが多いため、夫婦としてお互 いに
支え含う関係として、理解や協力を得る方がよいと思われます。

<家 族 >
あなたがキ ャリアだ と診 断された場 合、 ご家族の中 にもキ ャリアがいる可能性があ りま
す。 しか し、それぞれのご家族、 ご家庭にいろいろな事情があると悪いますので、家族
に伝えるべ きか どうかは、H丁 L∨ ‑1の こと、∧丁Lや HAMな どの病 気の リスク、生活
ご自身 で判 断 して下さい。
上の留意 点な どの情 報 を十分 に得た うえで、ヽ

Q:

無事出産することはできますか ?

A:

① H丁 L∨ ‑1感 染が妊娠・ 出産に悪影響をもたらす ことはありません。
② HttL∨ ‑1が 原因で赤ちゃんに奇形を生じたり、
生まれた後に異常を起こすこともありません。
③ 出産も通常分娩と変わりありません。

(2)WB法 検査で判定保留であ つた場合
Q: WB法 の判定保留者に PCR法 を実施 したほうが良いかという問い合わせに対 してど
Ａ

のように答えれば良いでしょうか。
① ② ③

PCR法 検査 で陽1生 であ つた場合は H丁 L∨ ‑1キ ャリア と して今後対応 します。
ヒされておらず、保険適用タトです。
この検査 はまだ十分 に規格イ

PCR法 が陰性の場合は、完 全 に HttL∨ ‑1キ ャリアを否定できませんが 、キ ャリア
でない可能性 が高 いと考えられています。そ のため、完全人工栄 養・ 凍結母撃L栄 養・
短期母孝L栄 養方法を積極 的に勧め る必要がな <な ります。

(3)WB法 の 判 定 保 留 者 に PCR法 を実 施 した 場 合
Q: なぜ PCR法 で陰性であつた妊婦から出生した児に対 して長期間 Gヶ 月以上)母乳栄
賛を行つてはいけなのですか?ま た、出生した児をフォローアップしなければならな
いのでしょうか?
A:
定限界があるためです。 10万 個 の リンパ 球で 1〜 数個以上 の感
① これは PCR法 に漫」
染細胞 があれば、PCR法 陽性 とな りますが、それ以下だ と陰性 とな ります。
②

現状では、 PCR法 で陰性であ つて も完全にウイル スが存在せず、絶対 に母子感染が
起 こらないと断定できませ んが、感染の リスクは極めて低いと考えられます。

③

厚生労働科学研 究齋藤班で は、PCR法 陰性者 に対 して「 完全 にキ ャリアを否定する
を勧めるエビデンスはな い」 と しています。
ことはできないが、人工 享し

④

理論上は、極め てウイルス量 が少な <母 子感染 の リスクは低 いと考えられます ので、

⑤

4ヶ 月以 上の長期母享Lも 選択 1支 に加えて担当医と相談の うえ決定 して <だ さ い。
完全な人工 栄養で も約 2‑3%に 母子感染 がおこりますので、PCR法 が 陰性 であ つて
もこれ以下に母子感染 を減 らす ことは困難です。

Ⅲ 妊産婦 へ の保健指導 について
(1)母 子感染を防ぐための授乳方法
Q: HttLV‑1母 子感染を防 ぐため の授乳方法 と して、 どのようなものがあ りますか ?
A:

のみで哺育する「完全人工栄養」があ
① 初寧Lも 含めて、一切、母乳を与えず、人工事し
ります。
「短期母享L栄 養 (満 3ヶ 月ま
② 母享Lを どうしても与えたい場合に行う栄養方法として、
で)」 と「凍結母享L栄 養」があります。
含を
③ 上記の栄養法を選択すれば、いずれの場合でも母子感染の害」

2‑3%に 減らすこ

とができます。
「短期母 平L栄 養」は、生後満

3ヶ 月を越えない期間、母享Lを 授撃Lし 、そ の後、人工 寧しに切

を冷凍庫で凍結 し、解 凍 して与え
り替える栄養方法 です。
「凍結母 享L栄 養」は搾寧Lし た母享し
る栄養方法で、満

3ヶ 月以上与えても問題はあ りませ ん。 これ らの栄養方法では、母享しが

不足 した場合人工 寧Lで 補 つても構いません。
授乳栄養法

Q
A

なぜ母乳で感染するのですか ?

① HttL∨ ‑1が 人に感染するメカニ ズムとして、H丁 L∨ ‑1に 感染 したリンパ球が、生
きたまま大量 に赤ち ゃんの体内 に入る ことが、感染が成立するひとつの条件 になり
ます。
②

を飲むことにより、た
母乳の中 にはリンパ球が多 <含 まれており、赤ち ゃんが母享し

<さ んのリンパ球を体内に取 り込むことになるからです。

Q:

母乳を与えなければ、HttLV‑1の 母子感染は防げますか ?

A:
からの感染は防げますが、それ以外の経路 による母子感染の可能1生 が残ります。
母寧し
完全人工栄養を行 つた場合でも約

2‑3%程 度感染がおこります。残念ながらこの原因は

明らかにな っていません。

Q:

初乳はタンパク質が多 <、 特 に胎盤から受け継いだ免疫力が沢山含まれていると聞い
ています。初乳だけで も与える ことはできませんか ?

A:

3ヶ 月以内短期母寧L保 育で の母子感 染率 は
厚生労働科学研究班 のデ ータでは 1.9%で あ り、完全人工 栄養児
の約 2‑3%と 同等です。初乳 の み のデ ータはあ りませ んが、少な

<と もこれ以上になる ことはないと悪います。

完全人 工 栄養 の 場合、感染症や乳幼児突然死症候群

GIDS)の 危険性 が 高 <な る可能

・
・①
Ａ

性はあ りますか ?
感染症 については、衛生状況な ど環境 のよい日本においては、基礎疾患 のない成熟
児で ある限 り、特 に心配は要 りません。各種予防 ワクチ ンの接種や感染症の流行期
の外出を避けるな どの感染症 一般の対応で問題あ りません。

SIDS予 防 についても、うつ6ヽ せ寝 を避 ける、子 どもの前で喫煙を避 けるなど他のお
子様 と同様 に対応 して構いませ ん。
で も、 うつ伏せ寝、周囲の喫煙を
人 工栄 養 でも母享し
防 ぐことによ つて危険性を大き <減 らす ことができ、
実際に外国で は、 うつ伏せ寝をやめさせる ことで大幅
に SIDSが 減少 して います。

☆ SIDSと は★

SIDSと

は、平L幼 児突然死症候群 (Sudde∩

!∩

fa∩ t Death Sy∩

drome)

それまで元気だ つた赤ち ゃんが、事故や窒息ではな <睡 眠中に突然死亡する病気で
す。原因はまだわか つていません。赤ちゃんを守るポイ ン トとしては、うつぶせ寝
は避ける、たば こをやめる、などがあげられます。

Q: HttLV‑1母 子感染はおもに母乳を介 しておこるわけですから、人工乳にすることでよ
いのではないですか ?な ぜ、短期母乳や冷凍母乳も選択肢に入るのですか ?
A:
①

母乳 には利点があるからです。
には未熟な赤ち ゃんの免疫力をサポー トする成分や発達を促す成分が含まれて
母平し
います。また、肥満や1旨 質代謝異常、高血圧、インスリン抵抗性などのメタボリッ
クシン ドロームの リスクも人工栄養 に比べて低いことも矢□られています。さらに母
子の愛着形成を促す作用な ど、多 <の 利点があります。

②

母乳の利点を大事にし、なおかつ感染率を減少させる方法を検討 した結果です。
母寧L栄 養の利点を生か しながら、母子感染のリスクを減らす方法 として、3ヶ 月まで
の短期母寧L栄 養や冷凍母乳栄養が限定された地 上
或で試みられ、完全人工栄養に匹敵
する効果があつたと報告されています。
これ らの栄養法を用いた人数は少な <、 理論上は母子感染予防効果があると推沢」
さ
れますが、現時点においては医学的 には十分な信憑性 に乏 しいです。

③

母乳の期間を短期 とする理由は、長期授乳を継続すると子どもへの感染率が増加す
るデ ータがあるからです。

4ヶ 月以上の母平L哺 育を行な うと、H丁 L∨ ‑1母 子感染のリスクは完全人工栄養児の
約 2‑3%に <ら べて 5〜 6倍 高 <な ることが明らかにな つています。

Q:

短期母乳の期間とその安全性は どうな つて いますか ?

A:

3ヶ 月までの母享L哺 育での感染率は 1.9%で したが、4ヶ 月以上の母享L哺 育での感染
の目安は 3ヶ 月 と しています。
率は 17.7%に 増加する というデ ータか ら短期母平し
満

短期投与 における感染率低下の メカ ニ ズムについてはつの ところ解明されて お らず、十
分な症例数でな いため、今後さ らに検証が必要です。

Q:

実際 に短期母乳栄賛を選択 した場合、 どのようにすればよいですか ?

A:
を希望される場合は、分娩施設 を退院する際に、満 3ヶ 月で母撃Lを
満 3ヶ 月まで のi受 寧し
中止するため の方法について情報 を与えま しょう。
の中止が遅 <な り感染率 を高 <し て しま
満 3ヶ 月 にな つてか ら相談をは じめると、母享し
うため、産後 2ヶ 月 ごろか ら、母平L中 止の方法を理解 して 具体的に実施できるよう、指
導 を行 うことが重要です。

Ｑ

短期母乳栄養を選択 した場合、母乳から完全人工栄養 に切 り替えるのではな <、 母乳
Ａ

から凍結母乳栄養 に切 り替え してもよいですか ?

理論的には可能ですが、現在のところ詳 しいデ ータはありません。 このため産婦人科診
療ガイ ドラインでは①人工享し
、②凍結母享し
、③3ヶ 月までの短期母乳のみを推奨 していま
す。

Q:

冷凍母乳 に関 して教えてください。

A:
①

を 24時 間冷凍 し (家 庭用冷蔵庫で可)、 解凍後 37℃ に温めて哺享L瓶 で投与す
母享し
る方法です。

②

母寧L中 に含まれる免疫物質を赤ち ゃんに投与できる利点がありますが、直接授平し
で
きないことは人工栄養と同 じという欠点もあります。

③ 未熟児などの特殊な場合で、母平Lも 与えたいが感染もできるだけさせた <な い時の
選択肢になります。
但 し、冷凍母寧L投 与における感染率の報告は十分な症例数によるものではないため、今
後さらに検証が必要です。

Q:冷 凍母乳のために搾乳するときに母乳中の細菌数を減らす方法はありますか ?
A:
①

電動搾享L器 を使用する場合には、部品の扱いに気をつけて下さい (事 前に説明書を
読んで下さい)。

②

搾享L前 に完全に手を洗 い、爪をされいにして下さい。

を触らないで下さい。
③ 搾享L容 器や搾享L器 のカ ップの内倶」
④ 搾平L開 始後、最初の 10 mlを 捨てても細菌を減らす効果はあ りません。
⑤

享L頭 や享L輪 を石鹸で洗う必要はありません。

