＼

Q:母 乳の冷凍手順について具体的に教えてください。
A:

ヽ

①
´
②

/

搾撃L後 の母享Lを 専用容器にいれます。
母寧Lを 冷凍する場合は、そのほかの液体 と同様、 母手Lも 冷凍すると膨張するため、
容器の上の部分 に少 し余裕を持たせて保存 します。

③

ビニール袋を使用するときは、母享L搾 孝L用 に用意された専用のものを使用します。
貯蔵する前に、容器の上部を何度か丁寧に折り返 し、冷凍用マスキングテープで し
つかり封をします。

④ 万が一の破れに備えるため、搾撃Lし た小さなビニ ール袋数個をさらに大きなビニー
ル袋に入れます。
⑤ 各容器には、搾軍Lし た日付と量を明記します。
⑥ 搾撃Lし た母享Lは 、搾寧L後 直ちに冷凍して下さい。
⑦ 凍結は 2ド ア冷凍冷蔵庫の家庭用冷凍室‑20℃ で 24時 間以上行つて下さい。

注意

!!

CAS冷 凍

(キ ャス冷凍 ):セ ルアライプシステム

冷凍するが糸田胞を壊さないのが特徴であ り、HttL∨ ‑1感 染予防 のための 母享L冷 凍
には使用 しない。

Q:冷 凍母乳 の解凍 と加温方法に ついて 教えて <だ さ い。
A:
①

の解凍は、冷蔵庫内の自然解凍、または流水 0微 温湯解凍を して下さい。
冷凍母享し

②

これらの解凍方法であれば lgA濃 度 の変化はほとんど認めません。
の加温方法は、母寧L由 来 リパ ーゼを保 つため、室温が望ま し<、 温
解凍 0冷 蔵母享し
める場合は 37℃ 未満 (体 温程度)と して下さい。電子レンジの使用は不適切であ り、
また、加温後与えなか った母享Lは 廃棄 して下さい。
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母乳を飲ませない理由を家族や 周囲 に聞 かれた場合、どのよう返答すればよいで し
ょうか ?
HttL∨ ‑1キ ヤリアの女性の家庭状況や その他の状況 によ りさまざまですので、本
人の意思に任せます。本 人が HttL∨ ‑1キ ャリアであることを矢□られた <な いので
「分娩後 の母体 の状況 によ り授享Lが 望ま し<な いと産科医
した ら、
「母享Lが 出ない」
か ら指導された」 と返答するのも一案です。

(2)妊 娠 32週 あた りで分娩 にな りそうな 妊婦さん の場合
Q:

確認検査 が陽性でキ ャリア であるため授乳方法 の説明 した ところ、新生児壊死性腸炎
や感染症 の懸念な どか ら母乳を与 えたいと言 つていますが、問題はな いですか ?

A:

① 早産 で出生する ことにな つても、原則 と して事前 に母親 の意悪を確認する必要があ
ります。
享L汁 の選択にあた っては正期産児 とは若干説明内容が異な つてきます。

1)在 胎 32週 以下の早産児では、人工栄養の使用 によ って新生児壊死性 1易 炎や感染
症 な どによ って生存の危険性 が 脅 かされる可能性が高 <な ると考 え られて いま
す。 この リスクを少 しでも減 らそ うとす るな らば、 一般 に母撃Lを 使用する こと
をお奨め します。

2)よ り早産 で出生 した児ほ ど母体 か ら胎児への HttL∨ ‑1移 行抗体

(HttL∨ ‑1の

ウイルス と しての感染力を中禾□する働きを持 つ )の 量は少な いと考 えられます
ので、冷凍せずに搾享Lし たままの状態で母撃Lを 与える ことによ って早産児の感
染 の リスクが高 <な る可能性 が推測されます。
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(3)子 どもへ の感 染
Q:子 どもへ の感 染 の可 能性は どれ <ら いで すか ?

A:
母子間 の感 染 は、母乳か らの感染力ヽまとん どです。
母乳中 に HttL∨ ‑1感 染細胞 が含まれているためにおこります。
生後 4ヶ 月間以 上 母享Lを 飲 ませ続 けた場合、赤ち ゃんの 5〜 6人
に

Q:

1人 が感 染

(感 染率

15〜 20%)す る ことが矢□られています。

子どもに感染 したかどうかはいつわかりますか ?

A:
①

新生児期 には、お母さんから赤ち ゃんへ移行 した抗体 (移 行抗体と呼ばれています)
があるため、検査を しても感染 しているのか、あるいはその移行抗体の影響で 陽性
と出ているのか判断できません。

②

Q:

その判断が確実にできる時期 としては、満 3歳 以降が良いといわれています。

子 どもの HttLV‑1抗 体検査 を受ける ことのメ リッ ト (デ メ リッ ト)は 何ですか ?

A:
①

検査を受けるかどうかは、ご夫婦で十分に相談 した上で決めて <だ さい。調 べて陰
性であ つた場合は安心できるわ けですが、陽性であつた場合のことを念頭に置いて

<だ さい。
②

子どもが感染 しているかどうかを知 ってお <こ とは、も し子どもがキ ャリアであ つ
た場合に、両親が子どもに適切なタイミングで感染について説明できます。も しそ
うしなければ、子どもが1晋 来献血や妊婦健診でキ ャリアであることを突然矢□らされ
シ∃ックを受けたり、誤つた思い込みをして不必要 に悩んだりする恐れもあります。

③

女性であれば、結婚後両親から離れた環境で妊娠 した際、突然 H丁 L∨ ‑1感 染を矢□ら
されて一人で不安になる ことを避けられます。男性はパ ー トナ ーヘの感染を予防で
きます。また、将来 A丁 Lや

HAMの 発病を抑えるような方法が開発された際 に早 <

対応できる可能性があります。
④

調 べる時期は幼少時に限らず、子どもが HttL∨ ‑1感 染 について十分理解できる年齢
にな つてから本人 と十分相談 し、本人の自由意思で調べることもできます。

⑤

キ ャリアである ことがわかることのメリットは妊婦を除いては現状では小さ <、 そ
のことにより周春期に精神 的な負担を負わせて しまう可能性がある ことを考慮する
必要があるかもしれません。
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子 どもがキ ャリアとわ か つた時 の保健指導 について

Ⅳ

キ ャリアの こともの健康管理 について教 えて <だ さい

Q:
A:

① 特別な健康管理の方法はありません。
② l晋 来的には、住民健診、職場健診などがあれば必ず受診するようにして <だ さい。

Q:

キャリアとな つた子どもの育児上の注意点について教えて <だ さい。

A:

① 特別なものはありません。
② ウイルスを持つていることを除いて普通のお子さんと同じです。
③ 年長児では極めて稀ですが

HAMを おこすことがありますので、歩き方がだんだん

おかし<な るなど、進行性の歩行障害の症状があれば病院を受診 して<だ さい。

Q:

上の子どもがキャリアで した。兄弟間で感染はお こりませんか?

A:

兄弟の間ではまず感染 しません。

この子か ら他の人 に感染 します か ?

Q:
A:
①

を介 して)と 性行為感染 (主 に
このウイルスの主な感染経路は母子感染 (主 に母翠し
男性から女性 へ)と 輸血感染です。それ以外の日常の生活の中で感染 してい <こ と
はありませ んので、大人 になるまでは人に感染す る可能性が極めて低 <、 普通 に生
活 していて構いません。

②

女の子であれ ば、将来子 どもを持 つ際 に母子感染が起きる可能1生 があります。 しか
し、母子感染の可能性は栄養方 法の選択によ つて或る程度まで下げる ことができま
す。

③

男の子であれば、1晋 来性行為を行 うようになる と相手の女性が感染す る可能性があ
ります。ただ六人 になつてか ら感染 して A丁 Lを 発症 したという事例は これまでのと
ころ矢□られて いません。

④

現在、献血の際には H丁 L∨ ‑1抗 体検査を実施 していますので、男の子でも女の子で
も、献血 した場合にその血液が用いられることはありません。
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Q:

このウイルスは、職場・ 学校・ 共同浴場・ プールなどでうつりますか ?

A:

① このウイルスが人から人にうつるためには、キャリアの持つ H丁 L∨ 一1感 染細胞が生
きたまま大量に人の体 に入ることが必要です。
② 単なる共同生活や、風呂場・ プールでの感染はありません。

Q:

この子に自分がキ ャリアである ことを教えた方がいいで しょうか ?教 えるとしたらい
つがいいて しょうか ?

A:
①

お子さんにキ ャリアである ことを伝えるかどうか、伝えるとしたらいつがいいのか
は、最終的にはあなた (も し夫にもお話 しにな つている場合はご夫婦)の ご判 断 に
よります。

②

も し伝えなか った場合でも、1晋 来献血をするようにな った時や、 (女 の子であれば)
妊娠 した時の検査 によって、自分がキ ャリアである ことを矢□るようにな ります。も
しか したら、そのような形で自分がキ ャリアである ことを矢□るとショックを受ける
かも矢□
れません。

③

も し矢□らせるとしたら、献血できる年齢 (16歳 )に なる前、中学生頃か高校に入つ
て間もない頃を目安に した方が良いかも矢□
れません。

④

識を伝えることで、誤解か ら不必
説明を行う際 には、医療関係者 も交えて正 しい矢□
要な悩みを持たな いですむように努めることもできます。

Q:

この子が AttLに なることを防ぐにはどうしたらいいのですか ?

A:
①

現時点ではまだ、いつたんキャリアになった人が A丁 Lの 発症することを防ぐ方法は
見 つか つていません。

②

お子さんが成長 し、これらの病気を起 こすかも矢□
れない年歯
令に達 した頃には、何ら
かの発症予防法や、 も しも発症 して しまつた場合 に有効な治療法が開発されている
かも知れません。その場合には様展な形でB平 びかけることになるだろうと予測され
ますので、ご自身がキ ャリアであることを矢□ってお <こ とは大切だと思います。
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