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総説 
 
 

HIV 母子感染について 

                  

明城光三 1)、和田裕一 2) 

1) 国立病院機構仙台医療センター 産婦人科 情報管理部長 

2) 国立病院機構仙台医療センター 産婦人科 院長 

≪抄録≫                 

仙台医療センターはエイズ治療拠点病院の中でも中心的な役割を担うブロック拠点病院となっており、母

子感染予防にも指導的役割を担うことが期待されている。HIV 感染症は母子感染を起こす疾患である。現在

我が国では 99％以上の妊婦に HIV スクリーニング検査が行われており、感染者に対し多剤併用療法(HAART: 

highly active antiretroviral therapy)を行い、陣痛発来前の選択的帝王切開術、手術時の母体に対する

ジドブジン(AZT)点滴投与、出生後の児に対する人工栄養と AZT 投与を行うことにより、母子感染は１％未

満とすることが可能となっている。我が国において 2011 年 1 月までに妊娠転帰が明らかとなった症例は累

積で 728 例であり、転帰場所は近年約 90％がエイズ治療拠点病院となっている。今後は未受診妊婦など通

常の健診体制では対処できない場合への対処、未承認薬の備蓄、HIV 感染妊娠が早産となった場合の地域に

おける連携対策の構築などが課題になっていくものと思われる。 
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１ はじめに 

HIV 感染症は母子感染を起こす疾患であるが、現

在わが国では適切な予防対策を行うことにより、母

子感染はほとんど防止することができるようにな

ってきている（表１）。仙台医療センターはエイズ

治療拠点病院の中でも中心的な役割を担うブロッ

ク拠点病院となっており母子感染予防にも指導的

役割を担うことが期待されている。母子感染予防の

ためにはまず HIV スクリーニング検査を行うこと

が重要であるが、検査実施率は全国平均で近年 99％

以上となっている。HIV 感染妊婦に対して多剤併用

療法(HAART: highly active antiretro-viral 

therapy)が行われ、陣痛発来前の選択的帝王切開術、

手術時の母体に対するジドブジン(AZT)点滴投与、

出生後の児に対する人工栄養と AZT 投与を行う 

 

表１ HIV 母子感染予防対策 
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ことにより、母子感染は 1％未満となることが知ら

れている。わが国では近年年間 20～40 例の HIV 感

染妊婦が発生し、ここ数年は 2～3年に 1例程度の

母子感染が見られている。HIV 感染妊娠の転帰場所

は近年大部分がエイズ治療拠点病院となっている

が、拠点病院がすべての週数の早産分娩に対応でき

ない地域があることが今後の課題となる。これらの

母子感染予防対策の詳細については著者が所属す

る厚生労働科学研究費補助金エイズ対策研究事業

研究班で発行する HIV 母子感染予防対策マニュア

ル第 6版（2011）に詳細に述べられているので是非

参照して頂きたい。

（http://api-net.jfap.or.jp/library/guideLine

/boshi） 

 

２ わが国における HIV 感染妊娠の現状１） 

わが国の HIV 感染妊娠数は、研究班の調査では

2011 年 1 月までに妊娠転帰が明らかとなった症例

は累積で 728 例となった。 

 

図１ HIV 感染妊娠の報告都道府県別分布（728 例）１） 
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近年は年間 20～40 例程度の感染妊婦が確認され

ており、2006 年は 56 例となっていたが、その後は

減少している。感染妊婦の地域分布（図１）は関東

甲信越ブロックが 485 例（62.0％）と圧倒的に多く、

続いて東海北陸ブロックの 107 例（13.7％）となっ

ている。 

都道府県別では東京都が185例と全国の約4分の

1である。平成 22 年の人口 100 万当りの例数でも、

東京都が 14.1、関東甲信越ブロックが 10.1 であり、

東京都はブロック別では最も少ない中国四国 1.21

の１０倍以上となっている。当院では現在まで 6例

の HIV 感染妊娠を取り扱った。感染妊婦の国籍につ

いては、2000 年以前はタイが最も多かったが、そ

れ以降は日本国籍が最も多く全体で 280 例

（38.5％）となっている。全国の妊娠転帰の年次別

変動を図２に示す。 

 

図２ 年次別 HIV 感染妊婦の把握数と妊娠の転帰 1) 

 

人工妊娠中絶や転帰不明などを除く分娩例は

1995 年以降毎年 20～30 例であったが、2009 年以降

は減少傾向にある。分娩様式は 2000 年以降選択的

帝切分娩が 7割以上であるが、近年は選択的帝王切

開術を予定していた例が産科的理由で緊急手術と

なった例も増加してきている。HIV 感染妊娠の転帰

場所は 2005 年から 2010 年において約 90％がエイ

ズ治療拠点病院となっている。産婦人科調査からの

データ解析で母子感染率は表２に示すように、選択

帝切分娩が 266 例中 2例（0.75％）、緊急帝切分 

 

表２ 分娩様式別母子感染率 

（産婦人科データベース）1) 

 



仙台医療センター医学雑誌 Vol.3 April 2013 

 7

娩が 33 例中 1 例（3.03％）、経腟分娩が 30 例中 7

例（23.33％）であった。 

 

３ 妊婦健診における HIV 検査 

HIV スクリーニング検査実施率はわれわれ研究班

が調査を開始した平成 11 年度では 73.2％であった

が（図３）、検査率の低い地域で研究成果発表会を

開催するなどの啓発活動を行い普及に努めた。 

 

図３ 平成 11 年度（調査 1年目）の HIV 検査率 

 

図４は平成13年度から16年度まで研究成果発表

会を開催した都道府県の開催年度と翌年度の HIV

検査実施率を示すが、12 回のうち 10 回で検査実施

率の上昇が見られている。この研究成果発表会は平

成 20 年度まで行った。平成 21 年には、厚生労働省

雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知２）において

HIV 検査が国で例示する標準的な検査項目となって

おり、妊婦健診自体も平成 23 年 4 月には、全市区

町村が 14 回以上助成し、以前と比較すると著明な

助成拡大がみられていることもあり、平成 23 年度

には全国平均で 99.3％の実施率となっている３）。 

 

図４ 研究成果発表会開催と 

県別 HIV 検査実施率（％） 

 

仙台市では全国に先駆けて、妊婦健診のおよそ半

分を健診施設（主に診療所）、残りの半分の健診と

分娩、時間外の緊急対応を分娩施設で行うセミオー

プンシステムが導入されており（図５）４）、この中

でも HIV 検査を行うこととしている。仙台市におけ

る当院以外の分娩施設は東北大学病院、仙台赤十字

病院、宮城県立こども病院、東北公済病院、仙台市

立病院であり当院分娩の約 60％がこのセミオープ

ンシステムを利用している。 

 HIV スクリーニング検査は，偽陰性を少なくす

るため抗原抗体同時検査を行うようになってきて

おり、その手順を図６に示す。確認試験はウエスタ

ンブロット法・ＰＣＲ法ウイルス量測定により行い

感染を確定するが、スクリーニング陽性には疑陽性

が含まれる。現在わが国での罹患率が 0.01％程度

なので、検査の特異度は十分でも陽性的中率が低く

なる。罹患率と陽性的中率との関係を図７に示す。

陽性的中率はエイズ拠点病院の調査で 10.3％であ

り、一般病院では 3.8％とさらに低い値であった５）。 

 検査の陽性的中率と検査が陽性であった場合

にも確認検査で感染と診断されるという結果とな

る場合は少ないことを事前に説明することが重要

である。 
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○所見、連絡事項については共通診療ノートに記載（紹介状の代わりとする）。 

○夜間等の救急は分娩施設で対応。 

 

図５ 仙台市におけるセミオープンシステム 

 



仙台医療センター医学雑誌 Vol.3 April 2013 

 9

 

 

図６ HIV 検査手順 

 

 

図７ 罹患率と陽性的中率 

 

４ HIV感染が確認された妊婦に対する治療と母子

感染予防６） 

確認検査で妊婦の HIV 感染が判明し妊娠を継続

することを選択した場合、抗 HIV 薬の投与を開始す

る。妊婦に対する抗ウイルス療法としては、PACTG 

076 の AZT 単独療法が最初になされた治療であった

７）。現在は薬剤耐性の観点より HIV 感染妊婦に対し

ても多剤併用療法(HAART)がなされているが、母子

感染予防を行うにあたっては PACTG に沿った治療

が基本であり、AZT を含んだ組み合わせが推奨され

る。推奨される薬剤としては NRTI（核酸系逆転写

酵素阻害剤）として AZT やラミブジン（３TC）、NNTRI

（非核酸系逆転写酵素阻害剤）としてネビラピン

（NRV）、PI（プロテアーゼ阻害剤）としてロピナ

ビル/リトナビル（LPV/RTV）が挙げられるが、わが

国では現在 AZT，３TC、LPV/RTV の組み合わせが多

い。表３に 2000 年以降の分娩様式と抗ウイルス薬

の投与状況、母子感染率との関係を示す。 

 

表３ 2000 年以降の分娩様式と抗ウイルス薬投与

状況（感染判明時期が、「分娩後その他の機会」「児

判明」「不明」を除く）1) 

 

抗ウイルス薬を内服している HIV 感染者が妊娠

した場合、器官形成期であっても継続するが、この

期間のエファビレンツの使用は避ける。今回妊娠で

初めて抗ウイルス薬を開始する場合は 14 週ごろを

目処に開始する。 

分娩は陣痛発来前の選択的帝王切開術が望まし

い。諸外国からはウイルス量が少ない場合は経腟分

娩でも母子感染率は変わらないという報告もある

が８）、我が国では疾患が希少であることに加え、帝

王切開術に関わる合併症や費用がさほど多くない

こともあり当面は選択的帝王切開術が適切と思わ

れる。破水や陣痛発来は母子感染のリスクとなるた

め、帝王切開術の時期としては現時点では妊娠 37

週が推奨されている。PACTG に沿って分娩前に点滴

用 AZT を投与し、出生した児には AZT シロップを 6

週間投与するが、これらの薬剤はいずれも国内未承

認 薬 で あ り 、 エ イ ズ 治 療 薬 研 究 班

（ http://labo-med.tokyo-med.ac.jp/aidsdrugmhw 

/mokuji.htm）より入手する必要があるため、緊急

時対応のために症例数の多い施設にはあらかじめ

備蓄しておくなどの対策が是非必要である。 
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５ HIV 感染妊娠に対する帝王切開術の留意点 

HIV 感染者の手術と言っても医療従事者に対する

感染予防という点では特別の留意点はない。どんな

患者でも未知の病原体を持っている可能性はあり、

そういう意味では HIV 感染者の手術の注意点も通

常の手術と同様である。スタンダードプリコーショ

ンが適切に行われていればよいといえる。しかし

HIV 感染妊婦の帝王切開では、母子感染のみならず

病院感染防止への配慮から手術および術前術後の

処置に時間を要するため、手術に際しては十分な時

間的余裕をもって臨むことが肝要である。また内科

医、産科医、小児科医、麻酔科医、手術室看護師、

カウンセラーなど関係者による事前のカンファレ

ンスも重要で、直接かかわるスタッフで手術のシミ

ュレーションを行い手順の確認を行っておく必要

がある。 

実際の手術に際しては図８に示すように、鈍針の

使用、すべてディスポ用品を使用、防水足袋やフェ

イスシールドマスクは帝王切開全例に行うように

なったが、ノータッチテクニック（図９、図１０）、

手袋の二重化、床に防水布を敷き詰めることは HIV

感染者に限って行っている。 

 

６ HIV 感染妊娠の診療体制 

 エイズ診療のためエイズ治療拠点病院が全国に

設定されているが、これらすべての施設が HIV 感染

妊婦の診療まで想定されてはいない。2008 年に行

った当研究班のアンケート調査では、回答があった

産科標榜施設 203 施設のうち、HIV 感染妊婦をすべ

て受け入れるとの回答は 105 施設（51.7％）のみで

あり、逆に条件にかかわらず受け入れしないと回答

した施設が 69 施設（34.0％）存在した９）。 

さらに近年、産科や小児科（新生児）医師が不在

となった診療施設が少なくなく、HIV 感染妊婦のよ

うなハイリスク妊婦が早産や合併症を発生した場 

 

図８ 帝王切開術時の具体策 

 

 

図９ ノ－タッチテクニック 

 

 

図１０ ノ－タッチテクニックの実際 

 

合の診療連携体制の整備が必要である。症例の多い

東京都での総合周産母子センター、地域周産母子セ

ンター、周産期連携病院に認定されている病院、エ

イズ拠点病院に対し行ったアンケート調査１０）では、

HIV 感染妊婦の分娩取扱い経験があった施設は 10

施設で、すべて拠点病院であり、取り扱った経験は

ないが受入れ可能と回答した14施設を加えた24施

設中 10 施設からは全ての妊娠週数に対応できると

の回答であった。東京都では全週数への対応が可能

な施設が複数存在し、十分な連携体制の構築は容易

にできるであろうと推察された 。しかし、拠点病

院 31 施設中 11 施設は、産科を標榜しているものの

HIV 感染妊婦の分娩は受入れ不可能という回答であ
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った。一方、地域によっては症例数そのものが少な

いこともあり、HIV 感染妊婦の早産が起こってしま

った場合、その対応に苦慮する可能性が考えられる。 

 

７ おわりに 

現在我が国では 99％以上の妊婦に HIV スクリー

ニング検査が行われており、感染者に対し HAART、

陣痛発来前の選択的帝王切開術、手術時の母体に対

する AZT 点滴投与、出生後の児に対する人工栄養と

AZT 投与を行うことにより、母子感染は１％未満と

することが可能となっている。今後は未受診妊婦な

ど通常の健診体制では対処できない場合への対処、

未承認薬の備蓄、HIV 感染妊娠が早産となった場合

の地域における連携対策の構築などが課題になっ

ていくものと思われる。 

 

本研究は、平成 24 年度厚生労働科学研究費補助

金 エイズ対策研究事業「HIV 母子感染の疫学調査

と要望対策および女性・小児感染者支援に関する研

究」に基づいて行われた。 
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