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緒言

2000年に初版が発行され改訂を重ねてきた

「HIV母子感染予防対策マニュアル」は2019年3月

に第8版が発行された．

2018年3月に「HIV感染妊娠に関する診療ガイドラ
イン（初版）」が刊行された．

抗ウイルス薬の選択を中心として，マニュアル，
ガイドラインの概要を述べる．



HIV 感染妊婦の年次別妊娠転帰報告数

HIV母子感染全国調査研究報告書平成30年度
http://hivboshi.org/report/report_h30_supplement.pdf

http://hivboshi.org/report/report_h29.pdf


HIV 母子感染例の分娩様式の推移

HIV母子感染全国調査研究報告書平成30年度
http://hivboshi.org/report/report_h30_supplement.pdf

HIV母子感染症例の報告は2017年末時点で
累計58例

近年は分娩後に母親の感染が判明したため，
妊娠中は抗ウイルス薬を投与されなかった
症例，妊娠末期での飛び込み出産での感染例
が主体．

http://hivboshi.org/report/report_h29.pdf


マニュアル・ガイドラインの成立および改訂

1992年（H4） 都立大塚病院HIV感染妊婦診療マニュアル（宮澤豊）
1993年 厚生省HIV感染者発症予防・治療に関する研究班（山田兼雄）

分担班 母子感染委員会
1994年 日本母性保護産婦人科医会 エイズ診療マニュアルQ&A

HIVスクリーニングテストの重要性を告知，説明
1998年 日本ではじめて集計されたHIV感染妊娠例の解析結果より，

HIV母子感染を効果的に予防するためのアニュアルが必要と判断

2000年 日本におけるHIV母子感染予防マニュアル初版が発刊
厚生省HIV感染症の疫学研究班（1996年‐3年間）
（木原班［喜多，戸谷他］）

以後2‐3年毎に改訂

2014年 マニュアル第7版

2018年 ガイドライン初版

2019年 マニュアル第8版







第1章 HIV感染妊娠の現状
第2章 妊娠検査スクリーニング
第3章 妊娠中の抗HIV療法
第4章 特殊な状況
第5章 周産期管理
第6章 児への対応
第7章 未受診妊婦への対応
第8章 産褥の対応
第9章 HIV感染女性の妊娠について

ガイドライン初版目次 マニュアル第8版目次

第Ⅰ章 総説：日本における
HIV母子感染予防

第Ⅱ章 妊娠検査スクリーニング
第Ⅲ章 妊娠中の抗HIV療法
第Ⅳ章 特殊な状況
第Ⅴ章 周産期管理
第Ⅵ章 児への対応
第Ⅶ章 未受診妊婦への対応
第Ⅷ章 産褥の対応
第Ⅸ章 これから妊娠を希望する

HIV感染者への対応
第Ⅹ章 その他のサポート

ガイドライン初版とマニュアル第8版の目次を同項目にした．
マニュアル第8版の第Ⅱ章から第Ⅸ章は，マニュアル第7版の第Ⅱ章の項目であった．



妊娠中の検査とモニタリング

cART を開始する前，開始後2-4 週ごと，妊娠36 週頃，

分娩時にCD4 数，HIV-RNA 量の検査を施行する.

肝機能のチェックを含む血液検査は，妊婦健診にあわ
せて毎回行う.

cART を開始しても徐々にHIV-RNA 量が低下しない

場合，また36 週近くになっても検出感度未満になら

ない場合は，以下を考慮する。

・薬のアドヒアランスの把握

・薬剤耐性遺伝子検査

・有効と考えられる治療への変更



妊娠中の抗HIV療法
cART 未実施のHIV 感染妊婦，およびcART 開始後であるがHIV RNA 量が

検出感度未満に達していない妊婦に対しては，薬剤耐性遺伝子型検査

を行うべきである．

アバカビル（ABC）の使用に備えて，HLA-B* 5701 検査を考慮する．

すべてのHIV 感染妊婦に対してcART を実施すべきである．

核酸系逆転写酵素阻害薬2剤とプロテアーゼ阻害薬または

インテグラーゼ阻害薬の組み合わせが推奨される．

すべてのHIV感染妊婦は，可能な限り早期にcART を開始すべきである．

妊娠前からのcART でコントロールできていれば，妊娠中はそのまま

継続する．AZTが含まれていない場合やEFV が含まれている場合でも，

そのまま継続する．

妊娠28 週以降にHIV 感染が判明した場合は，直ちにcART を開始する。

HIV-RNA量が10 万copies/mL 以上の場合，RAL を含む3-4 剤のレジメンが

望ましい．

陣痛が始まってからのcART も同様にRAL を含むレジメンとし，

AZT 静注を行う．



未治療患者に推奨されるレジメン
(ガイドライン，マニュアル共通)

HIV感染妊娠に関する診療ガイドライン(初版) P21



特殊な状況
B型肝炎

• HBV/HIV 感染合併妊婦のすべてに抗HBV 効果のあるテノホビル(TDF), 

エムトリシタビン(FTC), ラミブジン(3TC), の投与が推奨される．

• HBV スクリーニング陰性(HBs 抗原, HBc 抗体, HBs 抗体のいずれも陰性)

であればB 型肝炎ワクチン接種が推奨される．

C型肝炎

• HCV/HIV 感染合併妊婦にインターフェロンやペグインターフェロン，

リバビリンは妊娠中には推奨されない．

• 新規直接作用型抗C 型肝炎ウイルス薬(direct acting antivirals：DAA)

も現時点ではデータ不十分であり，妊娠中には推奨されない．

結核

• HIV 感染妊婦は結核のスクリーニングを行うべきである．

• 結核合併妊婦の場合，できるだけ速やかに抗結核薬治療を開始する．



マニュアル第8版の主な改訂ポイント

1. HIV感染妊婦への抗HIV推奨薬は，バックボーンドラッグとして
逆転写酵素阻害薬であるTDF/FTC, TDF+3TC, ABC/3TCの
いずれかと，キードラッグとしてプロテアーゼ阻害薬である
ATV+rtv, DRV/rtvまたはインテグラ―ゼ阻害薬であるRALの
いずれかの組み合わせとなった。

2. 注意が必要な薬剤としてDTGによる神経管欠損のリスクがある．
3. EFVは，以前は催奇形性の注意が必要であったが，データの

蓄積から有意なリスクなしとなり，代替薬となった。
4. 分娩方法に経腟分娩を選択する場合の施設基準，症例基準や

留意点を追加した．
5. 帝王切開時のAZTの点滴は，HIV-RNA量が検出感度未満で

あれば省略できる．
6. 将来妊娠を希望する感染者への指導として，セルフシリンジ法

やUNAIDSのコメントを追加した．



N Engl J Med 2018: 379:979-81
N Engl J Med 2019; 381:827-840

DTGについて
米国国立衛生研究所（NIH）による「ボツワナにおけるcART実施妊婦の出生転帰に関する観察

研究」でDTGを使用している426人の乳児のうち，4人に神経管欠損が報告された．

その後も追跡調査がなされているが，現時点ではDHHSのガイドラインでは以下のように推奨

している．

 妊娠の有無が不明の場合，DTGを開始する前に妊娠検査を行う．

 現在DTGを服用しているか開始を希望する場合，妊娠時の神経管欠損のリスクについて

相談する．

 DTGによる神経管欠損は妊娠28日以内または最終月経から6週間以内に発生すると

されている．

 DTG服用していて最終月経から8週間以内の妊婦は，DTGを含まないレジメンへの変更

を推奨する。

 最終月経から8週間以上経過している場合はDTGベースのレジメンを開始または継続

してもよい．

 神経管が形成された後にDTGベースのレジメンを中止してもメリットはなく，むしろ

妊娠中に変更することでHIV-RNA量増加，母子感染のリスクが高まる可能性がある．

 他のインテグラーゼ阻害薬については神経管欠損のリスクは明らかではない．



今後の課題

ガイドラインの改訂

• 新しい薬剤の位置づけ

• エビデンスレベルの明記

分娩方法の検討

• 帝王切開か自然分娩か

• 分娩時におけるAZT投与の必要性を検討

母子感染をゼロにする

• 妊娠判明時，妊娠中のHIV検査

• 飛び込み出産を防ぐ



以下のWebsiteからPDFでダウンロードできます．
ご質問，ご意見，ご要望等もお寄せください．

HIV感染妊娠と母子感染予防
http://hivboshi.org/manual/index.html


