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HIV感染症の経過、指標とその検査HIV感染症の経過、指標とその検査

感染初期（急性期）：初感染したHIVは、急激に増殖する。患
者には発熱、倦怠感、筋肉痛、リンパ節腫脹、発疹といった
インフルエンザ様の症状がみられることがあるが、数週間
で消失する。
無症候期：急性症状消失後もウイルスは増殖を繰り返して
いるが、宿主の免疫応答により症状の無い平衡状態が長期
間続くことが多い。この無症候期でもHIVは著しい速度（毎

日100億個前後）で増殖しており、CD4陽性リンパ球は次々
とHIVに感染して、平均2.2日で死滅する。
AIDS発症期：ウイルスの増殖と宿主の免疫応答による平
衡状態もやがて破綻し、血中ウイルス量（HIV RNA量）が増加
し、CD4陽性リンパ球数も減少し、免疫不全状態となって、後天
性免疫不全症候群（AIDS：acquired　immuno　deficiency　
syndrome）を発症する。

HIV感染症は、ヒト免疫不全ウイルス（HIV：human 

immunodeficiency virus）がリンパ球（主としてCD4

陽性リンパ球）に感染し、免疫系が徐々に破壊されて

いく進行性の疾患である。無治療例では、①感染初期
（急性期）、②無症候期、③AIDS発症期の経過をたど
る（図１）。

HIV感染症の経過図１
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HIV感染症では、血中ウイルス量（HIV　RNA量）とCD4

陽性リンパ球数が病態の程度や経過を把握する指標と
なる。そのほか、治療の開始や変更の際に参考となる検
査や他の感染症を確認する検査なども重要である。

血中ウイルス量　　　HIV感染症の進行速度を示す

CD4陽性リンパ球数　　　感染者の免疫状態を示す

● ●

● ●●HIV感染症の経過（病期）●

●HIV感染症の指標●

血中ウイルス量（HIV RNA量）
血中ウイルス量は、感染したHIVの増殖の度合いを示し、HIV

感染症がどの程度の速さで進行していくかの指標となる。
●測定時期と検査意義
感染成立後急激に増加した血中ウイルス量は、その後宿主

の免疫応答によって減少し、感染約6カ月後にはある一定のレ
ベルに保たれる。この値をセットポイントという（図１）。
血中ウイルス量の変化は、CD4陽性リンパ球数に先行した

動きを示すため、病態の進行の速さや予後を予測したり、治療
効果を判定したりするうえで、より客観的かつ重要な指標となる。
血中ウイルス量の測定は、表１のような時期に行うことが

推奨される。
●測定方法
血中ウイルス量は、血中のHIV RNAコピー数で表す。現在使

用されている検査方法（アンプリコア® HIV-1 モニター バー
ジョン1.5）では結果が検出限界＊以下であっても、血中からウ
イルスが消失したことにはならないことを理解す
る必要がある。また、測定ごとの誤差も1／3～3倍
程度あり、その変動を考慮したうえで、定期的に検
査を実施し、病態をモニターすることが必要である。
●女性における血中ウイルス量

HIV感染症の女性では、男性に比べて血中ウイル
ス量が低いとする報告がある。感染初期には低い
ものの、徐々に差がなくなり、数年後には差がない
との報告もみられる。ただし、現在のところ確定的
ではない。血中ウイルス量の性差は、CD4陽性リン
パ球数が比較的保持されている時期に認められる
ことが多い。そのため、CD4陽性リンパ球数が比較
的高い（＞350／mm3）場合には性差を考慮する必
要がある。
なお、CD4陽性リンパ球数とHIV感染症の進行速

度の相関関係に性差は認められないとの報告が多い。

CD4陽性リンパ球数
CD4陽性リンパ球数は、HIVによって破壊された宿主の免疫

力の残存を示し、その時点における病態の程度を把握する指標
となる。しかし、変動も大きいため、数回の検査による判定が必
要である。
その他の検査

B型・C型肝炎ウイルス感染や各種STD（性感染症）をはじめ
とする感染症は、HIV感染によって重篤化する可能性があり、
感染の有無の把握がHIV感染症の管理や治療を行ううえで重
要となる。また、一般血液検査や生化学検査（肝機能・腎機能など）
のような臨床検査も、HIV感染症の経過や抗HIV薬の影響の評
価に重要である。
薬剤耐性検査
選択した治療の効果が不十分な場合、抗HIV薬に対する薬剤

耐性が生じていることがあるため、薬剤の変更を念頭において、
薬剤耐性検査が試みられている（22ページ参照）。

＊HIV RNAコピー数の測定範囲は、標準法で400～750,000コピー/mL、高感度法で50～100,000コピー/mL
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治療開始を遅らせた場合と早期に開始した場合の利点と
欠点が挙げられる（表４）。治療開始基準（表３）に照らしても
治療を開始するかどうかに迷うとき、これらの利点と欠点を

判断材料とするとよい。医療者のみならず、実際に治療を受
けている患者、そして治療開始を検討している患者におい
ても、これらの利点と欠点を充分に考慮する必要がある。

●どちらの治療から開始するか
日和見感染症を合併している場合は、それに対する
治療と抗HIV療法のどちらをまず開始するかを、患者
の状態によって決定する。合併症の経過が急性の場合、
通常、合併症の治療を優先する。
日和見感染症に対する治療から始めたときは、その
症状の改善のほか、薬剤の副作用や相互作用、臨床検
査値、アドヒアランスの維持が可能かどうかなどを考
慮したうえで、抗HIV療法の開始時期を決定する必要
がある場合がある。

●日和見感染症の再燃
抗HIV療法を開始したら、最大限のウイルス抑制を

目標とすることに変わりはない。ただし、抗HIV療法開
始後に免疫能が回復すると、日和見感染症の症状が再
燃あるいは新たに出現することがある（免疫再構築症
候群：18ページ参照）ため、注意を要する。
日和見感染症や悪性疾患を発症した際も、副作用や
相互作用の懸念がない限り、抗HIV療法は中止すべき
ではない。

無症候性HIV感染患者に対する治療開始時期による利点と欠点表４

治療開始を遅らせた場合

利　点
●QOLの悪化を避けられる
●抗HIV薬による副作用を避けられる
●将来に備え、治療選択肢を温存できる
●薬剤耐性ウイルスの出現を遅らせる

欠　点
●免疫系の不可逆な破綻が進む危険性がある
●ウイルスの抑制が難しくなる危険性がある
●他人へHIVを伝播させる危険性が高くなる

治療を早期に開始した場合

利　点
●ウイルスの増殖を早期に抑制できる
●免疫機能を保持できる
●無症候期間を延ばすことができる
●他人へHIVを伝播させる危険性が低くなる可能性
がある

欠　点
●服薬によるQOLへの悪影響がある
●服薬による重篤な副作用が現れる
●ウイルスの抑制が不十分な場合、耐性ウイルスが早
期に出現する

●他人へ耐性ウイルスを伝播させる危険性がある（抑
制が不十分な場合）

●将来使える治療選択肢の範囲が狭まる
●現在使用できる治療法がいつまで有効かわかっ
ていない

● ●●日和見感染症合併時の注意点●



治療開始に関する患者の考え、アドヒアランス、服用薬剤数・
服用頻度・食事などの条件、HIV感染症の重症度、副作用、合併
症、妊娠、薬物相互作用などを考慮し、個々の患者に応じて選
択する。

注1）

注2）
注3）
注4）
注5）
注6）

7）

＊＊
＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊＊

各組み合わせの利点と欠点は表６を、妊婦や妊娠の可能性のある女性への投
与はP.２６～２８を参照のこと。
LPVの妊娠に関する影響については成績が少ない。
２００４年１１月現在、国内承認申請中　FPV（ホスアンプレナビル）
低用量（100～400mg）RTV

SGC：軟カプセル剤、HGC：硬カプセル剤
1日の服用薬剤個数はAZT/3TC配合剤（コンビビル®）を使用した場合を含む。

２００４年１１月現在、国内承認申請準備中
FTC（emtricitabine）

3TC：300mg錠の場合は1T、150mg錠の場合は2T

NVP：最初の2週間は1T、その後2T

ATV：150mgカプセル
IDV＋RTV：400mg＋400mg（20T）の組み合わせもある。
専門医に相談すること。

各薬剤の（　）内は標準的な投与剤数であり、必要に応じて増減を検討する。
C：カプセル数　T：錠数

以下の抗HIV薬は推奨されない。
・抗ウイルス活性が低い ： DLV、AZT＋ddC
・服薬錠・カプセル数が多い ： RTVを併用しないAPV、RTVを併用しない
   SQV（SGC）、NFV＋SQV
・副作用の発現頻度が高い ： 他のPIと併用しないRTV（600-1200ｍｇ）、 d4T＋ddI

現在NNRTI＋PI＋NRTI、PI 2剤（常用量）、NNRTI＋PI、5剤以上の併用療法、その他につ
いては代替療法として推奨できるだけの成績がない。
・ABC/3TC合剤は、２００４年１１月現在、国内承認申請中。
・TDF/FTC合剤は、２００４年１１月現在、国内承認申請準備中。

参考1）

参考2）

参考3）

NNRTI ＋ NRTI
併用療法

（NNRTI 1剤 ＋ NRTI 2剤）

NRTINNRTI、PI または NRTI欠　点利　点 推奨度 1日の服用薬剤個数注6）

5～11T・C/日

6～9T・C/日

4～10T・C/日

4～10T・C/日

AZT（5～6C） または TDF（1T）

TDF（1T）

AZT（5～6C） または ABC（2T） または d4T（4C）
または ddI（2T・C） または TDF（1T）

ABC（2T） または ddI（2T・C） 
または d4T（4C）

3TC（1～2T）＊＊

または FTC（1C）注7）

3TC（1～2T）＊＊

または FTC（1C）注7）

AZT（5～6C）

AZT（5～6C）

AZT（5～6C） または ABC（2T）
または TDF（1T） または d4T（4C）

または ddI（2T・C）

ABC（2T） または d4T（4C）
または TDF（1T） または ddI（2T・C）

AZT（5～6C） または ABC（2T）
または d4T（4C） または ddI（2T・C）

EFV（3C）
（妊婦や妊娠の可能性のある女性を除く）

EFV（3C）
（妊婦や妊娠の可能性のある女性を除く）

NVP（1～2T）＊＊＊

●効果を裏付ける十分な検討が行われ
ている

●投与初期の副作用がなければ投与を
継続しやすい

●PIを後の治療の選択肢として温存で
きる

●服薬錠・カプセル数が比較的少ない
●アドヒアランスを維持しやすい

●NNRTIの副作用（発疹・発熱・肝障害
など）の発現頻度が投与初期に多い

●NNRTIの高度交叉耐性（通常すべて
のNNRTIと交叉耐性を示す）が発現
する可能性が高い

●長期臨床試験が検討されている（最初
に行われたHAARTであるため）

●NNRTIを後の治療の選択肢として温
存できる

●一般にPI併用療法に比べて服薬しやす
く、アドヒアランスを維持しやすい

●初回療法が失敗しても、すべてのNRTIに
対する交叉耐性発現の可能性は低い

●NNRTIおよびPIを後の治療の選択肢と
して温存できる

●EFV併用療法に比べてウイルス学的
効果が劣る

●PIの長期投与に伴う副作用（リポジ
ストロフィー、高脂血症、糖尿病など）
が出現することがある

●PIが血友病患者の出血傾向を増強す
ることがある

●肝機能障害の強い症例には使用し
にくい

●服薬錠・カプセル数が多い組み合わせ
が多い

●食事の影響を受ける薬剤があり、服
薬が複雑な組み合わせがある

●アドヒアランスを維持しにくい
●治療効果不十分の場合、Plに対する交
叉耐性発現の可能性が高い

LPV/RTV（6C）注2）

ATV（2C）＊＊＊＊＋RTV（1C）

FPV（4T）注3）

FPV＋RTV（2T＋2C）注3）

LPV/RTV（6C）注2）

IDV＋RTV（8C＋2C）注4）＊＊＊＊＊

NFV（9～10T）

ATV（2C）

SQV（SGCまたはHGC）注5）

＋ RTV（10C＋1～2C）注4）

ABC（2T）

3TC（1～2T）＊＊

または FTC（1C）注7）

3TC（1～2T）＊＊

または FTC（1C）注7）

3TC（1～2T）＊＊

NRTI 3剤 併用療法

（NNRTI併用、PI併用療法の）代替療法として
治療開始前の血中ウイルス量＞100,000コピー/mL

の患者で開始してはならない。

8～14T・C/日

5～6T・C/日

4～10T・C/日

6～12T・C/日

6～12T・C/日

8～12T・C/日

12～18T・C/日

11～18T・C/日

13～20T・C/日

PI ＋ NRTI
併用療法

（PI 1剤または2剤＊＋ NRTI 2剤）
＊ PI 1剤＋低用量RTV

†：
††：

好ましい
組合せ

†

好ましい
組合せ

†

代替の
組合せ

††

代替の
組合せ

††

代替の
組合せ

††

好ましい組合せ…臨床試験によって有効性と効果の持続性、忍容性、使いやすさなどが示された治療法（Preferred）
代替の組合せ……臨床試験によって有効性が示されているものの、抗ウイルス効果の強さや持続性、忍容性、使いやすさなどの点で次善の治療法（Alternative）
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HIV感染症に対しては、抗HIV薬3剤以上を併用した強
力な多剤併用療法（HAART）を行う。初回治療としては、個々
の患者に応じて、
●NNRTI＋NRTI併用療法（PI温存）
●PI＋NRTI併用療法（NNRTI温存）
●NRTI 3剤併用療法（PI および NNRTI温存） 

のいずれかを選択する。それぞれの特徴および未治療患者
に推奨される初回治療の組み合わせを表５に、それぞれの
抗HIV薬の利点と欠点を表６に示す。

いずれの抗HIV薬も、単剤で投与してはならない。2剤併
用でもウイルス抑制効果が不充分で、耐性株の出現を招き
治療が失敗する危険性が高い。なお、未治療患者を含め、ど
のような場合も行ってはならない抗HIV療法を表７に示した。

ただし、妊婦に対しては、AZT単独投与による臨床試験
（PACTG076）で母子感染率が1/3に減少したという報告が
あり、AZT単剤で使用されることがある。妊婦の母子感染予
防に関しては臨床試験が進められており、今後さらに適切
な多剤併用療法が選択されると思われる（26ページ参照）。

抗HIV療法をどう行うか抗HIV療法をどう行うか

● ●●3剤以上を併用する多剤併用療法（HAART）●

NRTI ： 核酸系逆転写酵素阻害薬
NNRTI ： 非核酸系逆転写酵素阻害薬
PI ： プロテアーゼ阻害薬

初回療法として推奨される多剤併用療法とその特徴注1）表５
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HIV感染症患者におけるB・C型肝炎HIV感染症患者におけるB・C型肝炎

非加熱血液製剤を投与されたHIV感染血友病患者では、
ほぼ全例がHCVに重複感染している。こうしたHIV感染者
のC型肝炎は、HCV単独感染者と比べ進行が速く、肝硬変、
肝不全に移行しやすいと報告されている。
そのため、免疫機能が保たれている患者（CD4＞200/mL）

であれば、インターフェロン（IFN）注1）＋リバビリン併用療法
の早期開始を考慮する。海外では半減期の長いPeg-IFNが推
奨されており、特に既存のIFN＋リバビリンで効果不充分な
サブタイプ（1b）などに有効と考えられている。
一方、免疫能の低い患者では、IFNの効果があまり期待で

きないため、抗HIV療法による免疫能の改善に努めることが
重要である。免疫能の回復が望めない場合にのみ、肝庇護療

法（グリチルリチン製剤などの投与）を考慮する。実際の治療
において、注意事項がいくつか挙げられる。膵炎や乳酸アシ
ドーシスを引き起こす薬物相互作用の可能性があるため、リ
バビリンとddIは併用しない。抗HIV薬は全て肝毒性を有する
ため、抗HIV療法中はトランスアミナーゼ値のモニタリング
が重要である。AZTとリバビリンとの併用により貧血の発現
率が高くなる可能性があるので、可能な限り併用は避けるべ
きである。IFNによる好中球減少及びリバビリンによる貧血
には成長因子の投与が考慮される。また血友病患者ではPI投
与時に出血傾向が増悪することがあるため、IFN療法の際に
は注意が必要である。

強力な多剤併用療法（HAART）によりHIV感染症患者の
予後は改善されつつあるが、肝炎合併患者では肝炎や肝硬変、
肝細胞癌が問題となり始めている。
肝炎合併患者でも、抗HIV療法は原則的に変わらない。し

かし、抗HIV薬の副作用やHAARTによる急速な免疫能の改

善に伴う炎症反応の増強などが原因となって、こうした患
者ではHBVやHCVの増加やトランスアミナーゼ値上昇な
どの肝機能の悪化がしばしばみられる。
そのため、抗HIV療法を開始する際には、必要に応じて肝

庇護療法を行うなど、十分な経過観察を行うべきである。

注1）インターフェロン療法の適用を考慮するにあたっては、HCV RNA量の測定およびHCVサブタイプ（genotypeまたはserotype）を調べることが必要となる。
HCV RNA量が1Meq/mL以下（bDNAプローブ法）または100キロコピー/mL以下（RT-PCR法：アンプリコア®HCV）であれば著効の可能性が高い。また、HCV
サブタイプがgenotype 2aまたは serotype 2群の場合にもインターフェロン療法を考慮する。しかし、非加熱製剤によるHCV感染血友病患者のHCVサブタ
イプは、genotype 1aまたは1bや複数のgenotypeの混在であることも多く、さらに免疫能が低下しているHIV感染症患者ではインターフェロンに反応しにく
いため、対応に苦慮することが少なくない。

C型肝炎合併患者と比べ少ないものの、B型肝炎の合併例
もみられることから、こうした患者に対しても肝機能検査、
HBV　DNA量の測定、超音波検査、CT検査などを定期的に
行いながら経過観察し、必要に応じてB型肝炎の治療を考慮
しなければならない。

B型肝炎治療にはIFN-α2a、2bが用いられるが、HIV合併
例での治療法は確立されていない。IFNの代替としてヌクレ
オシ（チ）ド系薬剤も用いられる。抗HIV薬である3TCはB型
肝炎治療薬としても承認されている。3TCのB型慢性肝炎に
対する国内臨床試験で、HBVのYMDD変異株注2）出現、3TC中
止後のHBV再増殖が報告されている注3）。アデホビルは
HBV治療薬として最近日本でも承認され、3TC耐性株にも
有効である。

HIV治療を要するが、HBV治療不要と判断される場合、将
来の治療選択肢を残すため必要に応じTDF、FTC、3TCの温
存を考慮し、抗HBV薬として3TC、FTCまたはTDFの単剤投
与は避ける。HIV、HBVともに治療を要する場合、TDF、3TCも
しくはFTCを考慮する。3TCとFTCはHBV耐性誘導率が高く、
これらとTDFの併用を勧める専門家もある。HIV治療は不要
でHBV治療を要する場合、アデホビルまたはIFN-α（Peg-

IFNを推奨）を考慮する。3TC、FTC、TDFはHAARTの１剤と
して使用すべきであり、これらに対する耐性HIVを有する症
例を除きHBV治療目的のみの使用は避ける。3TC、TDF、FTC

の投与を中止する場合、臨床経過と肝機能を慎重にモニタリ
ングし、肝予備能の少ない患者では肝炎再発を防ぐためアデ
ホビル投与を考慮する。

注2）YMDD変異株：3TC耐性株であり、この変異株が出現した場合にHBV DNA量およびALT（GPT）の上昇がみられることがあるが、B型肝炎治療に対する3TCの効果
を著しく低下させるものではなく、投与開始前と比し症状の改善は持続している症例が多い。国内臨床試験において、投与開始１年後に37%の症例に出現した。

注3）3TC投与終了の目安：HBe抗原陽性例ではHBeセロコンバージョンの持続が投与中止のひとつの目安に、HBe抗原陰性例（pre-C変異株）では、ALT（GPT）正常化
を伴うHBV DNAの持続陰性化（6カ月）が投与中止のひとつの目安とされているが、この目安に達していてもその後6カ月間の治療継続経過が良好であったの
はそれぞれ40％と58％であり、投与中止の絶対的基準は確立されていない。

谷川久一ほか：本邦におけるB型慢性肝炎に対するGG714（lamivudine）の臨床試験－国内3試験の総括－肝胆膵.　40（1） 171-190, 2000

● ●

● ●●HCV感染症合併例における注意点●

●HBV感染症合併例における注意点●





インフォームドコンセントとともに、必要に応じて
検査前カウンセリングを行った後に抗HIV抗体検査を
実施し、できるだけ妊娠初期から管理を行う。
治療目標は、妊産婦の血中ウイルス量を極力低く抑え、

妊産婦自身のAIDS発症予防ならびに母子感染予防を
図ることにある。
母子に対してできるだけ悪影響を及ぼさない薬剤を選
択し、使用することが肝要であり、その意味ではAZTの
単独療法は、母子感染の予防を目的とした別個の治療
と考えることができる。なお、多剤併用療法には基本的
にAZTが含まれるべきだとする考えが一般的であるが、
実際は行われている治療にAZTが含まれない場合も多い。
また、妊娠が判明する前から抗HIV療法を行っていた

妊婦に対しては、治療を中止するとリバウンドによっ
てウイルス量の上昇を招く恐れがあるため、そのまま
治療を継続した方がよい場合が多い。一方、妊娠初期に
感染が判明した場合には、臨界期を過ぎる妊娠14週以
降まで治療開始を遅らせることが妥当だと思われる。
妊娠の時期や妊産婦の感染判明時期、抗HIV療法の

有無などにより、治療の開始や継続について妊産婦や
その配偶者（パートナーや家族）などと話し合いをし
た上で決定することが大切である（詳細は抗HIV治療
ガイドライン（2003年3月）平成14年度厚生労働省
科学研究費補助金エイズ対策研究事業『HIV感染症の
治療に関する研究』班参照）。
母体の血中のウイルス量が低くても、腟分泌物中に
もHIVが存在する（必ずしも血中のHIV量と相関しない）
ことや分娩時間が長くなると児へのHIV暴露量が増え、
母子感染が起こることから、CDCではウイルス量が低
い妊産婦にも抗HIV療法を勧めている。
上記の理由や、子宮収縮による母体から胎児への経
胎盤的血液（HIVを含む血液）の移行や破水後の産道か
らの児へHIVの暴露量、暴露時間をできるだけ少なくす
るために、満36～37週前後に選択的帝王切開を行う意
義は大きいと思われる。
以上のような点から、現在のわが国における妥当と
思われる妊産婦（新生児を含む）への対応を以下にま
とめた。

注1）HIV量が極めて少ない例（例えば血中ウイルス量が検出限界以下）からは母子感染が成立しにくいことが示唆されている。一方、抗HIV療法の母子感染予防（効果）
を検討した複数の臨床試験の解析（meta-analysis）では、母親のウイルス量が1000コピー/mL未満の症例において抗HIV薬の予防投与により、非実施群に
比べ有意に感染率を低下させたとの報告がある。

注2）AZTの投与と選択的帝王切開を行うと、血中ウイルス量にかかわらず母子感染率は1～2％という報告がある。
注3）分娩（帝王切開）時の産婦へのAZTの静注によって新生児の初期嘔吐がみられることが多く、児の厳重な管理が必要である。

●血中ウイルス量が低い場合は、AZT単独療法を考慮する。AZTを投与しても血中ウイルス量が高値を持続
する例や上昇する例には併用療法を行う。併用薬の選択には、特に母子に対する影響、胎盤への移行性、薬物
相互作用などについても考慮する。
●血中ウイルス量が高い場合は、AZT単独療法にかえて最初からHAARTを行うことを考慮する。
●選択的帝王切開を施行する。
●新生児には出生後なるべく早期（生後6時間）からAZTシロップを投与する。
（２８ページ「米国における妊婦に対する抗HIV療法」、８ページ「抗HIV療法をいつ開始するか」の項参照）
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● ●●治療の目標ならびに指針●

AZT投与のプロトコール




































