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は じめに

HttL∨ ‑1に 感染すると、1薔 来成人 丁 細胞白血病 (AttL)や HttL∨ ‑1関 連脊

髄症 (HAM)を 発病する可能性があります。HttL∨ ‑1感 染の 6害 」
が母享し
を介 し
た母子感染であり、予防が重要であるという観点から母子感染予防対策の強化
が求められています。
当県では、妊婦健康診査において HttL∨ ‑1抗 体検査が適切 に実施され
HttL∨ ‑1陽 性・ 判定保留にな つた妊婦等が、不安や悩みを安′
bし て相談でき、

適切な母子感染予防対策が実施できるよう体制を充実させる必要があります。
このバンフ レッ トは、HttL∨ ‑1母 子感染予防対策を担う医療関係者のため
に、妊産婦等から日頃よ <受 けると思われる質問をQ&A方 式でまとめま した。
今後の妊産婦等からの相談対応・ 指導にお役立て <だ されば幸 いです。
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I HttLV‑1抗 体検査 について
(1)妊 婦健診時 に HttL∨ ‑1ス クリーニ ング検査の質問があ つた場合
Q:

なぜ妊婦健診 で HttLV‑1抗 体 の検査 を行 うのですか ?

A:
妊婦の方が、HttL∨ ‑1キ ャリアであるか どうか を調 べ、 も しキ ャリアであることが分
か った場合 に、適切な予防対策 を行 うことによ り、母親か ら子 どもへ の感 染 を極力防
ぐことができるか らです。

★HttL∨ ‑1と は★
HttL∨ ‑1と は、ヒ ト丁細胞白血病ウイルス

(Human

■ ce1l

Leukemia

Vi rus ttypel)の 略です。この ウイルスは血液中の白血球の 1つ である丁リンパ
球 に感染 して白血病を起こすウイルスとして発見されたことから、 このような名前で
呼ばれて います。
感染者の約 95%は 生涯、H丁 L∨ ‑1に よる病気になる ことはありません。 しか し、感
染者の約 5%は 成人丁細胞白血病 (A tt L)を O.3%は H丁 L∨ ‑1関 連脊髄症

(HAM)

と呼ばれる脊髄の病気等を発症させます。

★ A丁 Lと は★

ATLと は、成人 丁細胞 白血病 (Aduk

Leukemia)の 略で、白血病・
リンパ腫の一種です。以前はその原因が明らかではありませんで したが、1980年 に
ce‖
丁―

H丁 L∨ ‑1が 発見され、 A丁 Lは H丁 L∨ ‑1に よって引き起こされる ことが明らかとな

りま した。

★ H∧ Mと は★

H∧ Mと は、H丁 L∨ ‑1関 連背髄症 (HttL∨ ‑l associated myelopathy)の 略で
す。そ の 原因はまだは うき りとわ か つてい ません が、HttL∨ ‑1が 感染 した 丁 リンパ 球
が 脊髄 の 中 に入 り込み、炎症 を起 こす ことが 原因 と考 え られて います。脊髄の中で起
こ った 炎症 が慢性的に続 <こ とで、 神経細胞が 傷 つ けられます。

Q: HttLV‑1感 染を調 べ る検査法は どんなもので しょうか。

A
HttL∨ ‑1の 感染は、血液検査 でわか ります。まず、 スク リーニ ングと して H丁 L∨ ‑1
抗体検査

(P∧ 法または CL日 ∧ 法 )を 行います。陽性 の判定が出た場合は、確認検査

(ウ

エスタ ンブ ロ ッ ト法 :WB法 )が 必要にな ります。抗体検査で陽性 と判 断された方 の中に、
確認検査 では陰性 (感 染 していない)と なる方が含まれ て いるか らです。 この WB検 査
で陽性であれば HttL∨ ‑1に 感染 している ことを意味 します。しか し、まれ に確認検査 を
行 つて も陽性か どうか明確 に判断 できない場合 (判 定保留 )が あ ります。判定保留 とな
含 (1/3程 度)で 感
ったケ ースには実際に感染 していない人も含まれて います が 、一 定の害」
染 している人が含 まれている ことがわか って いま す。WB法 で判定保留の場合、 さらに

PCR検 査で検査する方法があ ります。現 B寺 点では、PCR検 査は保険適応外であ り全額自
己負担 とな ります。PCR検 査の意義 づ けも検討中ですが、最近の知見では、H丁 L∨ ‑1ウ
イルス量が多 いほ ど感 染、発病 の リスクが高いことがわか ってお り、PCR検 査では この
ウイルス量 を矢□る ことがで きます。

<参 考 >
図l

H丁 L∨ ‑1 スクリーニングの進め方
妊婦スク リーニ ング (妊 娠

30週 頃まで)(血 清検査 :PA法 も し<は CLEIA法 )*

HttL∨ ‑1キ ャリアと確定せず、精密検査が必要と説

定保留があることも説明
明 し WB法 を行なう。 (半 」

)

通常 の授平L指 導
(母 手し
栄養 を勧める

)

陰性 と して説明

陽性 と して説明

カウンセリング
*

**

***

最初の妊婦 スク リーニ ングで
は どち らか 一 方 を行 な う。
栄養方法 については妊婦の判
断 を尊重す る。
栄養 を希望すれば、そ
(母 手し
の意思 を尊重 する。)
一 部 にキ ャ リアが 含 ま れ る可
能性 について説明す る。 PCR
法 によ る精 密検査 も可 能 であ
る ことを説明する。

母平Lを 介 して母子感 染 が

栄養法 の選択 につ

通常の授平L指 導

成立する可能性を説明 し、

いては妊婦の意思

(母 乳栄養 を勧める

完全人工 栄養、短期母平L栄

を尊重する ***

養 (満 3か 月まで)、 凍結母
乳栄養を提示する **

)

Q:

い つ ごろ検査するのです か ?

A:
妊娠 30週 頃まで に検査する ことをお勧め します。分娩直後 に検査すると十分な説明 が
で きな い可能 1生 があ ります。 また、 妊娠初期 に検査 を実施する場合 は、妊婦の精神状
態 が安定 していない ことがあ り、 注意が必要です。
前回 の妊娠時の検査 で HttL∨ ‑1が 陰性で したが、今回 も検査は必要です か ?

Q:
A:

前回妊娠時 の H丁 L∨ ‑1抗 体検 査 が陰性だ つた人で も、その後 の感 染 によ り今回 の検査
‑1抗 体検 査 を受けた方 が
で陽性 になる可能性 があ ります。妊娠のたび に毎回、HttL∨
良いで しょう。

前回の分娩の際に HttLV‑1キ ヤリアと言われま した。今回も検査が必要ですか ?

Q:
A:
①

どのような検査法によつてキヤリアと判断されたのかによりますので検査法を確認
して <だ さい。
前回一次スクリーニ ング検査のみが陽性であつても確定できませんので、確認検査
(ウ エスタンブロット(WB)法 )を 行うことをお勧めします。

③

前回の検査がウエスタンブロ ツト(WB)法 によるものであれば再度検査をする必要は
ありません。
★H丁 L∨ ‑1キ ャリアとは★
HttL∨ ‑1は レ トロウイル スと言 う種類 のウイルスで、細胞 に感 染す るとそ の 中
の遺 伝 子 に入 り込み、細 胞 とともに生き続 けます。感染 によ つて作 られる抗体や
ウイルスのタ ンパク、DNAを 検査す ることでウイルスの存在 を矢□る ことができま
す。感染 してもす ぐに発症す る (病 気 になる)わ けではあ りませ んが、ウイル ス
を持続 的に保有す ることにな り、 このような人を H丁 L∨

‑1キ ャリア と呼びます。

