
HTLV-1母子感染対策事業における妊婦健康診査
とフォローアップ等の状況について



○現在HTLV-1総合対策に基づいて、都道府県にHTLV-1母子感染
対策協議会を設置し、HTLV-1母子感染予防対策について検討
いただいくよう通知しているところ。

○HTLV-1総合対策の取組から3年経過し、都道府県の取組の好
事例も出てきており、 今後の体制整備、特に連携体制整備の

参考となると思われる項目や事例について調査した。

○アンケート内容は「HTLV-1母子感染予防に関する研究: HTLV-1
抗体陽性妊婦からの出生児のコホート研究」研究代表者等と

相談し作成。



HTLV-1母子感染対策事業における妊婦健康診査とフォローアップ等の状況（Ｈ25.8.1現在）

妊婦健康診査におけるHTLV-1抗体検査

確認検査

出産までのフォローアップ

母親のフォローアップ 児のフォローアップ

出 産

２．検査結果の確認体制等
①スクリーニング検査の結果の把握
②確認検査の結果の把握

３．検査陽性・判定保留者への相談支援体制

３歳児前後の抗体検査 ５．検査陽性・判定保留妊婦の児の
フォローアップ体制 取り組み例

４．各機関との連携体制
①医療機関の連携方法
②医師会等との協力状況
③ HTLV-1母子感染対策の担当部署と関係部署の
連携体制

１．各都道府県の事業実施状況
① HTLV-1母子感染対策協議会の設置 ②相談窓口の設置 ③相談内容の把握
④研修実施 ⑤普及啓発実施

・受診券方式(検査項目明示）：１，４２９市区町村全てで実施
・補助券方式（検査項目明示なし）：３１３市町村で実施



45

2
はい

いいえ

23
24

はい いいえ

2911

7 有り

無し

既存事業で対応

39

8

はい いいえ

１．各都道府県の事業実施状況

①HLTV-1母子感染対策協議会の設置 ②相談窓口は決まっているか

③相談内容を把握しているか ④研修を行っているか ⑤普及啓発を行っているか

36

11

はい いいえ



２．検査結果の確認体制等

29

18

はい いいえ

①スクリーニング検査結果を把握しているか

自由記載欄のコメント

はい
・都道府県産婦人科医会の協力のもと、産科医療機関に
調査を実施
・市町村が把握した結果を共有
・都道府県内で妊婦健康診査を実施している医療機関より
報告
・妊婦健康診査の受診券に検査結果を記載し送付
（受診券方式で行っている場合）

いいえ
・個人情報ということで都道府県に送付されない

18

29

はい いいえ

②確認検査の結果を把握しているか



３．検査陽性・判定保留者への相談支援体制

2324

はい いいえ

①検査陽性者・判定保留者を相談支援する
体制が決まっているか

自由記載欄のコメント

はい
・都道府県産婦人科医会の協力のもと、
厚生労働科学研究の研究協力施設へ紹介
・産科医療機関との保健医療連携体制の中で
相談支援を実施
・産科医療機関と中核医療機関の連携の中で実施
・保健所、市町村保健センターで実施

いいえ
・県内の大学病院を勧めているが、
必ずそこへ受診するわけではない



４-１．各機関との連携体制

16

31

はい いいえ

①HTLV-1母子感染予防に関して、医療機関
との連携方法は決まっているか

自由記載欄のコメント

はい
・HTLV-1母子感染対策協議会で、支援のための連携体制
を構築
・都道府県産婦人科医会と協力のもと、厚生労働科学
研究の研究協力施設へ紹介
・地域の中核医療機関と産科医療機関・小児医療機関で
連携
・産科医療機関より市町村母子保健部門へ連絡
・産科医療機関より小児医療機関へ紹介
・マニュアルを作成、連携方法について記載

いいえ
・現在マニュアルを作成中。
・検討中



４-２．各機関との連携体制

30

17

はい いいえ

② HTLV-1対策協議会等の取り組みを医師会
等に周知しているか

自由記載欄のコメント

はい
・都道府県医師会、産婦人科医会、小児科医会の理事、
大学病院医師等がHTLV-1母子感染対策協議会の委員
として参加
・医師会と共催の研修会で、 HTLV-1母子感染対策協議会
で議論した内容等を報告
・都道府県医師会の研修講座として研修を実施



30

17

はい いいえ

③県内のHTLV-1母子感染対策の担当部署と
その他の関係部署の連携体制はあるか

４-３．各機関との連携体制

自由記載欄のコメント

はい
・感染症対策部署との連携
・子育て支援部署との連携
・がん対策部署との連携
・難病対策部署との連携
・保健所・市町村との連携



５．検査陽性・判定保留妊婦の児の
フォローアップ体制 取り組み例



抗体検査から分娩後の母子のフォローアップまで、関係機関との連携について記載している

都道府県の取組例 富山県の取組 概要

富山県におけるHTLV-1母子感染対策の体制 富山県HTLV-1母子感染対策体制図

※ポイントは、
・キャリア妊婦への説明やカウンセリングを行なう医療機関、
ならびに子供をフォローアップする医療機関を地域の実状に
あわせて決める
・判定保留者への説明とPCRを行なう医療機関を決めておく
・キャリアからATL、HAMについての説明を求められた際、
対応する医師を決めておく
・育児相談・母乳相談などの相談窓口や保健師の訪問看護
などの体制を整える
ことである。

※「HTLV-1母子感染予防に関する研究: HTLV-1抗体陽性妊婦からの出生児のコホート研究」平成24年度総括報告書



都道府県の取組例 三重県の取組① 概要
② 三重県独自のマニュアルを作成。
以下の内容等を含む

キャリア
患者 等

家族

判定
保留

スクリーニング検査
陽性妊婦

3歳児

妊婦健康診査受診
ＨＴＬＶ－１抗体検査実施

【県保健所】
◆母子感染全般の相談

専門医療機関
母体・胎児診断センター
【三重中央医療センター】
【市立四日市病院】

結果

確認検査
陽性妊婦

【産婦人科医】→抗体陽性の告知をする時
○確認検査結果の説明
○授乳方法選択の意思決定確認
◆フォローアップシート説明・リーフレット配布

【産婦人科医・小児科医】
→各種健診等
◆フォローアップシートの
チェック・相談指導

【助産師】→相談等
◆フォローアップシートの
チェック・相談指導

【市町保健師】
→訪問、相談、健診等
◆フォローアップシートの
チェック・相談指導

【小児科医】
◆フォローアップシートのチェック
◆子どもの抗体価検査実施

【精神科医】
→必要時
○精神科医療、
カウンセリング等

連携

三重県HTLV-1母子感染対策検討会において検討

みえ出産前後からの
親子支援事業 等

連携体制

【産婦人科医】→スクリーニング検査陽性妊婦に対して
○スクリーニング検査結果の説明
○確認検査実施の説明

確認検査実施

出産 【産婦人科医】→退院時（または1か月健診時）
◆児の3歳児以降のHTLV-1抗体検査実施等の説明

専門医療機関
【三重大学病院 血液内科】

【産婦人科医】→抗体陽性の告知をする時
○確認検査では、判定保留が約２０％存在すること
を説明

紹
介

専門医療機関 医療機関 地域保健機関対象者

妊婦健康診査受診
ＨＴＬＶ－１抗体検査実施

陽性者

確認検査
陽性妊婦

出産

3歳児

【助産師】→相談等
◆フォローアップシートの
チェック・相談指導

【市町保健師】
→妊産婦の相談、訪問

◆フォローアップシートの
チェック・相談指導

【精神科医】
→必要時紹介
○精神科医療、
カウンセリング等

【産婦人科医】→退院時（または1か月健診時）
◆児の3歳児以降のHTLV-1抗体検査実施等の説明

【小児科医】
◆フォローアップシートのチェック
◆子どもの抗体価検査実施

専門医療機関
【三重大学病院 血液内科】

希望者

紹
介

専門医療機関
【三重中央医療センター】
【市立四日市病院】

PCR検査実施

【産婦人科医】 確認検査結果の説明
◆フォローアップシートを活用し説明・リーフレット等配布
○陽性者、判定保留者で希望あれば専門機関の紹介を行う。
○紹介を希望しない場合は、妊婦への指導
（栄養方法の選択、栄養方法の指導、カウンセリング等）
○説明後、授乳方法選択の意思決定確認
※家族に対する説明は､妊産婦の希望により行う

介紹

【市町保健師】
→新生児の相談、訪問

◆フォローアップシートの
チェック・相談指導

【市町保健師】
→妊娠届時
リーフレットの配布

【市町保健師】
→乳幼児健診、相談

◆フォローアップシートの
チェック・相談指導

【産婦人科医】 抗体検査の実施
・スクリーニング検査の必要性、実施について説明

判定
保留

確認検査実施

希望者

経過観察

カウンセリング等

【産婦人科医】 スクリーニング検査陽性妊婦へ
○検査結果の説明
○確認検査必要性説明、実施、

【県保健所】必要時
母子感染全般の相談

抗体検査結果、陽性者等支援の流れ三重県HTLV-１母子感染対策事業支援体制

・各関係機関（産婦人科医療機関、専門医療機関、
小児科医療機関、行政機関）の役割

・妊婦が受けたHTLV-1抗体検査の結果ごとの説明資料
・母子感染を予防するための栄養方法について
・HTLV-1キャリア妊婦のカウンセリングの進め方とポイント
・HTLV-1の相談窓口一覧
・キャリア妊婦、判定保留妊婦が医療機関に受診する際の
フォローアップシート
・産婦人科医療機関、小児科医療機関からのHTLV-1検査の実施
状況報告様式



キャリア妊婦、判定保留妊婦が医療機関に受診する際に
持参するフォローアップシート

・説明内容がわかったかどうか、
・妊婦が相談したいこと
・決めた授乳方法や相談できる人の有無、
・子どもの追跡検査の予定時期
・短期母乳や凍結母乳の方法についてわかったかどうか
・短期母乳を止めることについてわかったかどうか、相談
できる人がいるかどうか

等が記載できるようになっている。

都道府県の取組例 三重県の取組② 概要


