
しまうのです。
　池田　シーソーのような感じですね。
　池脇　そうなのです。そういう意味
でこの２つを同時に使うと、体の中で
逃げ場がなくなるといいますか、エス
ケープできなくなるので、すとんと
LDLコレステロールが下がるのです。
ですから、だいたいこの２つを使うと
目標値まで低下するということで、ま
ず問題ないと思うのですけれども、そ
れでもだめなときはどうするかという
ことに関しては、あまりいい方法はな
いのですけれども、一般的にはレジン
といいまして、小腸の中で胆汁酸とく
っついてコレステロールを下げるとい
う薬か、あるいははっきりした作用機
序はわからないのですけれども、プロ
ブコールという薬を使うかというとこ
ろが現実的には追加可能な薬だと思い
ます。
　池田　私、アフェレーシス学会に所
属していまして、LDLフェレーシスと

か聞くのですけれども、こういったも
のは最近どういう使われ方をしている
のでしょうか。
　池脇　家族性の高脂血症のホモ接合
体の患者さんではこれは必須の治療法
です。あとは、ヘテロ接合体で薬物で
LDLコレステロールを十分低下させら
れない、あるいは狭心症の発作が続く
という場合にプラズマフェレーシスは
使われていて、非常に限局した使われ
方になっています。
　池田　そういった家族性の重篤な人
に使うということですね。
　池脇　そうですね。
　池田　お話をうかがいますと、まず
エゼチミブに変更して、それでもだめ
だったらスタチンと併用することによ
って、ほとんどの症例で、家族性で重
篤でなければコントロール可能である
ということですね。
　池脇　そう思います。
　池田　ありがとうございました。

　池田　ワクチンに対する質問がきて
います。
　まずは、大阪府にお住まいの先生か
ら、麻疹、風疹、ムンプス、水痘の抗
体価についてお話をうかがいたいとい

うことです。
　多屋　この質問は多くの先生から寄
せられています。医療関係者を対象に
したワクチン接種のガイドラインが日
本環境感染学会でつくられていますが、

ワクチン接種と抗体価

国立感染症研究所感染症疫学センター第三室室長
多　屋　馨　子

（聞き手　池田志斈）

　看護学校の学校医を医師会より委任されています。学校健診が年に１回あり、
麻疹、風疹、ムンプス、水痘をEIA-IgG法で測定します。抗体価について陽性、
発症予防、感染予防の３段階があり、臨床的には発症予防以上の抗体価が必要
とあります。
　将来看護師となる学生ですので、念のため感染予防以上レベルの抗体がある
ようにワクチン接種を指導しています。ただ文献等により数字がいろいろある
ため、目安としてこの４つの抗体価についてご教示ください。

＜大阪府開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　最近、大学生が教育実習や介護実習に参加するにあたって、大学側より麻疹
の抗体価の測定を求められて来院されることがあります。
　しかし、母子手帳により１〜２歳時の麻疹ワクチンの接種および中１または
高３時のMR二種混合ワクチンの２回の接種が確認できた場合は、麻疹に対す
る免疫を有しているとみなして、抗体測定を免除することは可能でしょうか。
　また、麻疹ワクチンやMR二種混合ワクチンの２回の接種を受けている場合
であっても、麻疹の抗体価が低い場合は、３回目の麻疹ワクチンの接種が必要
でしょうか。ご教示ください。

＜奈良県開業医＞
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測定方法別にこの値以上であれば今は
大丈夫とか、この値よりも低ければ、
もう１回ワクチンを受けて免疫を増強
しておいたほうがよいといった目安を
つくっております。
　ただ、医療関係者は、感染の機会が
一般の方よりも多く、発症したときの
影響が大きいので、確実に感染を予防
できるレベルの抗体があることを目安
にしています。先生がおっしゃるとお
りだと思います。
　しかし、ガイドラインではこれまで
予防接種を２回受けたことがある方に
ついては抗体検査は必須としていませ
ん。ただし、「記憶」は当てにならな
いので、接種を受けたという「記録」
が残っていることが必要です。１歳以
上でワクチンを２回受けたという「記
録」が残っている場合は抗体測定はし
ないという流れになっています。
　一方、ワクチンを受けた「記録」が
ないために、接種歴が不明であるとか、
これまでにかかったと思っている場合
は抗体測定を行って、今の免疫のレベ
ルを調べる必要があるとしています。
測定にはEIA-IgG法等が用いられてい
ます。
　すでにかかったと思っている方と、
予防接種歴や罹患歴が不明の方と、ワ
クチンの接種記録が１回だけある方、
この３通りの方がいると思うのですけ
れども、１回だけワクチンを受けた記
録がある方につきましては、あと１回

ワクチンを受けていただければよいと
思います。
　かかったかどうか、ワクチンを受け
たかどうかわからないという方につき
ましては、抗体検査せずにワクチンを
２回受けるという方法でもいいですし、
あるいはすでに抗体検査をされたので
あれば、その値を目安として、どのよ
うに対応するかがガイドラインに記載
されています。ホームページにも公開
されていますので、ご参照いただけれ
ばと思います。
　池田　２番目の先生のが、まさにそ
の話になるわけですね。
　多屋　はい。この質問のとおりにな
ります。ガイドライン上では２回のワ
クチンの接種が「記録」により確認で
きた場合は抗体測定は免除ということ
で、その「記録」をご本人と勤務先の
医療機関の両方で、その方がご勤務さ
れている間、保持・保管しておくとい
う流れになっています。
　池田　逆に言いますと、先ほどの証
拠ですね。「記憶」があっても、「記録」
がなければ。
　多屋　そうです。受けていないと考
えます。
　池田　受けていないということにな
れば、抗体価は測らなければいけない
ということですね。そこの流れで、こ
の先生はまた、２回の接種を受けてい
る場合であっても、抗体価が低い場合
は３回目のワクチンを受けるのでしょ

うかという、そういうことなのですね。
　多屋　ガイドラインでは２回の接種
を受けたという「記録」が残っている
場合はその後の抗体検査は必須とはし
ていません。ワクチンを受けたという
「記録」２回で免除ということになっ
ているので、そこで抗体価を測定する
ことは想定には入っていません。抗体
価が低い場合は３回目のワクチンを受
けても悪くはないのですけれども、ガ
イドラインに記載されている値になる
までワクチンを受け続けるというもの
では決してないということをご理解い
ただければ、現実的なところに落ち着
くのかなと考えています。
　池田　麻疹とかそういうもの以外で
も、B型肝炎ワクチンとか、何回打っ
ても抗体がつかない方が現実にいらっ
しゃるので、逆にアレルギーの惹起と
か、そういうことも含めると、頻回の
接種というのはかえって不利益になる
と私自身は思っていたのですけれども、
ガイドラインでもそうなのでしょうか。
　多屋　ワクチンの接種は麻疹、風疹、
ムンプス、水痘については基本的には
２回の接種記録を残すということにな
っています。３回目の接種について、
０歳で受けたワクチンは回数には含め
ないことにしていますので、０歳で１
回目を受けた方については３回目が必
要になってくると思います。あくまで
も１歳以上で２回の接種記録が確認で
きた場合は抗体測定は必須としないと

いう流れで考えられています。
　池田　反対の面から見まして、例え
ば麻疹の感染を防御できるような抗体
価が例えば中和法で１：８以上とあり
ますけれども、これは確かなエビデン
スはありますか。
　多屋　これまでにいろいろな論文な
ども調べまして、この値よりも低い場
合はワクチンを接種したあとに抗体価
が上がる、ブースター効果が見られる。
いわゆる感染して抗体が上がるという
ことが確かめられている値を使いまし
たので、これよりも高い値の方は、何
回接種しても、これ以上はなかなか抗
体価は上がらない。それよりも低い場
合は、あともう１回だけ受けて、もう
少し上げておきましょう、それで終わ
りにしましょうというような流れにな
っています。
　池田　そういう意味では、２回やっ
て、１：８以上に上がらないというこ
とは、逆にもう上がらない可能性が高
いともいえるわけですね。
　多屋　麻疹について２回接種を受け
た方の抗体保有率を国の事業で調べて
いるのですけれども、１回だけですと、
５％弱の方がprimary vaccine failure
で抗体がついていない方がいらっしゃ
るのとともに、10年ぐらいたってくる
と、２割ぐらいの方が抗体が減衰して
きていることがわかっています。ただ、
２回ワクチンを受けている方は99％、
抗体をお持ちであるということも同じ
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測定方法別にこの値以上であれば今は
大丈夫とか、この値よりも低ければ、
もう１回ワクチンを受けて免疫を増強
しておいたほうがよいといった目安を
つくっております。
　ただ、医療関係者は、感染の機会が
一般の方よりも多く、発症したときの
影響が大きいので、確実に感染を予防
できるレベルの抗体があることを目安
にしています。先生がおっしゃるとお
りだと思います。
　しかし、ガイドラインではこれまで
予防接種を２回受けたことがある方に
ついては抗体検査は必須としていませ
ん。ただし、「記憶」は当てにならな
いので、接種を受けたという「記録」
が残っていることが必要です。１歳以
上でワクチンを２回受けたという「記
録」が残っている場合は抗体測定はし
ないという流れになっています。
　一方、ワクチンを受けた「記録」が
ないために、接種歴が不明であるとか、
これまでにかかったと思っている場合
は抗体測定を行って、今の免疫のレベ
ルを調べる必要があるとしています。
測定にはEIA-IgG法等が用いられてい
ます。
　すでにかかったと思っている方と、
予防接種歴や罹患歴が不明の方と、ワ
クチンの接種記録が１回だけある方、
この３通りの方がいると思うのですけ
れども、１回だけワクチンを受けた記
録がある方につきましては、あと１回

ワクチンを受けていただければよいと
思います。
　かかったかどうか、ワクチンを受け
たかどうかわからないという方につき
ましては、抗体検査せずにワクチンを
２回受けるという方法でもいいですし、
あるいはすでに抗体検査をされたので
あれば、その値を目安として、どのよ
うに対応するかがガイドラインに記載
されています。ホームページにも公開
されていますので、ご参照いただけれ
ばと思います。
　池田　２番目の先生のが、まさにそ
の話になるわけですね。
　多屋　はい。この質問のとおりにな
ります。ガイドライン上では２回のワ
クチンの接種が「記録」により確認で
きた場合は抗体測定は免除ということ
で、その「記録」をご本人と勤務先の
医療機関の両方で、その方がご勤務さ
れている間、保持・保管しておくとい
う流れになっています。
　池田　逆に言いますと、先ほどの証
拠ですね。「記憶」があっても、「記録」
がなければ。
　多屋　そうです。受けていないと考
えます。
　池田　受けていないということにな
れば、抗体価は測らなければいけない
ということですね。そこの流れで、こ
の先生はまた、２回の接種を受けてい
る場合であっても、抗体価が低い場合
は３回目のワクチンを受けるのでしょ

うかという、そういうことなのですね。
　多屋　ガイドラインでは２回の接種
を受けたという「記録」が残っている
場合はその後の抗体検査は必須とはし
ていません。ワクチンを受けたという
「記録」２回で免除ということになっ
ているので、そこで抗体価を測定する
ことは想定には入っていません。抗体
価が低い場合は３回目のワクチンを受
けても悪くはないのですけれども、ガ
イドラインに記載されている値になる
までワクチンを受け続けるというもの
では決してないということをご理解い
ただければ、現実的なところに落ち着
くのかなと考えています。
　池田　麻疹とかそういうもの以外で
も、B型肝炎ワクチンとか、何回打っ
ても抗体がつかない方が現実にいらっ
しゃるので、逆にアレルギーの惹起と
か、そういうことも含めると、頻回の
接種というのはかえって不利益になる
と私自身は思っていたのですけれども、
ガイドラインでもそうなのでしょうか。
　多屋　ワクチンの接種は麻疹、風疹、
ムンプス、水痘については基本的には
２回の接種記録を残すということにな
っています。３回目の接種について、
０歳で受けたワクチンは回数には含め
ないことにしていますので、０歳で１
回目を受けた方については３回目が必
要になってくると思います。あくまで
も１歳以上で２回の接種記録が確認で
きた場合は抗体測定は必須としないと

いう流れで考えられています。
　池田　反対の面から見まして、例え
ば麻疹の感染を防御できるような抗体
価が例えば中和法で１：８以上とあり
ますけれども、これは確かなエビデン
スはありますか。
　多屋　これまでにいろいろな論文な
ども調べまして、この値よりも低い場
合はワクチンを接種したあとに抗体価
が上がる、ブースター効果が見られる。
いわゆる感染して抗体が上がるという
ことが確かめられている値を使いまし
たので、これよりも高い値の方は、何
回接種しても、これ以上はなかなか抗
体価は上がらない。それよりも低い場
合は、あともう１回だけ受けて、もう
少し上げておきましょう、それで終わ
りにしましょうというような流れにな
っています。
　池田　そういう意味では、２回やっ
て、１：８以上に上がらないというこ
とは、逆にもう上がらない可能性が高
いともいえるわけですね。
　多屋　麻疹について２回接種を受け
た方の抗体保有率を国の事業で調べて
いるのですけれども、１回だけですと、
５％弱の方がprimary vaccine failure
で抗体がついていない方がいらっしゃ
るのとともに、10年ぐらいたってくる
と、２割ぐらいの方が抗体が減衰して
きていることがわかっています。ただ、
２回ワクチンを受けている方は99％、
抗体をお持ちであるということも同じ
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調査でわかっているので、２回受けた
ことが記録に残っているにもかかわら
ず抗体がついていないという方は、０
％とはいえませんけれども、１％未満
であるということはいえると思います。
　池田　もうすでに抗体ができた方で、
年齢といいますか、加齢的な抗体の量
の変化というのはありますか。
　多屋　以前、60、70、80、90代の人
の抗体価を測定させていただいた経験
があります。高齢者は20代、30代より
も高い抗体価をお持ちでした。おそら
く若いころにかかった人がほとんどだ
と思うのですが、その後も自然感染の
ブースター効果により、現在も高い免
疫を維持しているのだと思います。今
後50年たったときに、今の若い人の免
疫がどうなっているかというのはわか
りませんが、現在の50歳以上、60、70、
80、90代の方は20代の方よりは高い抗
体価をお持ちだということは研究で調
べられています。
　池田　最近、水痘・帯状疱疹ウイル
スのワクチンを世界でやっていますけ
れども、日本ではいかがなのでしょう
か。開発といいますか、今どのような
状態になっているのでしょうか。
　多屋　水痘ワクチンはもともと大阪
大学の高橋理明先生が開発されて世界
で使われているワクチンなのですけれ
ども、米国では帯状疱疹ワクチンも使
われています。日本でも、現在、子ど
もたちが使っている水痘ワクチンを高

齢者の方に接種すると免疫の増強効果
があるということが確認されていて、
これを帯状疱疹の予防に使えないかと
いうことが検討中と思います。
　池田　水痘の抗体価は成人ではいか
がでしょうか。
　多屋　これも以前調査したことがあ
るのですけれども、今の日本の成人は
子どものころに水痘に罹患済みで、免
疫を持っている方がほとんどです。も
ちろん、免疫を持っていない方もいま
すので、時々親子で水疱瘡にかかって
しまうことがあります。お子様からお
父様かお母様にうつってしまうかたち
が多く、成人がかかると非常に重症で
すから、親のほうが入院されるという
場合がよくあります。大人でも100％
免疫を持っているわけではないので、
今までかからずに済んでいた方が大人
になってかかると非常に重症になって、
亡くなってしまう方がいらっしゃると
いうのも現状です。
　ただし、水痘は麻疹、風疹、水痘、お
たふくかぜの中では大人の抗体保有率
が最も高い病気で、今問題になってい
るのは男性の風疹だと思います。ワク
チンを定期接種として受けるチャンス
がなかった方が、今30代、40代ですの
で、たくさんの男性が風疹を発症して
います。６月前でも風疹の流行が止ま
りません。毎週600～700人近い大人が
風疹を発症していて、その４分の３は
男性です。女性は20代が多く、先天性

風疹症候群の赤ちゃんも2012年10月～
2013年４月までに10人報告されている
のが現状ですので、ぜひ大人も麻疹・
風疹混合ワクチンで２回目を受けてお
いていただいたほうが、麻疹と風疹の
両方の予防という意味でもいいのかな
と思っています。

　池田　そういう目から見ると、看護
学校とか医療系の人たちのみならず、
一般の成人男性が少し、ピットフォー
ルといいますか、抜けていたというこ
とですね。
　多屋　そうですね。
　池田　ありがとうございました。
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調査でわかっているので、２回受けた
ことが記録に残っているにもかかわら
ず抗体がついていないという方は、０
％とはいえませんけれども、１％未満
であるということはいえると思います。
　池田　もうすでに抗体ができた方で、
年齢といいますか、加齢的な抗体の量
の変化というのはありますか。
　多屋　以前、60、70、80、90代の人
の抗体価を測定させていただいた経験
があります。高齢者は20代、30代より
も高い抗体価をお持ちでした。おそら
く若いころにかかった人がほとんどだ
と思うのですが、その後も自然感染の
ブースター効果により、現在も高い免
疫を維持しているのだと思います。今
後50年たったときに、今の若い人の免
疫がどうなっているかというのはわか
りませんが、現在の50歳以上、60、70、
80、90代の方は20代の方よりは高い抗
体価をお持ちだということは研究で調
べられています。
　池田　最近、水痘・帯状疱疹ウイル
スのワクチンを世界でやっていますけ
れども、日本ではいかがなのでしょう
か。開発といいますか、今どのような
状態になっているのでしょうか。
　多屋　水痘ワクチンはもともと大阪
大学の高橋理明先生が開発されて世界
で使われているワクチンなのですけれ
ども、米国では帯状疱疹ワクチンも使
われています。日本でも、現在、子ど
もたちが使っている水痘ワクチンを高

齢者の方に接種すると免疫の増強効果
があるということが確認されていて、
これを帯状疱疹の予防に使えないかと
いうことが検討中と思います。
　池田　水痘の抗体価は成人ではいか
がでしょうか。
　多屋　これも以前調査したことがあ
るのですけれども、今の日本の成人は
子どものころに水痘に罹患済みで、免
疫を持っている方がほとんどです。も
ちろん、免疫を持っていない方もいま
すので、時々親子で水疱瘡にかかって
しまうことがあります。お子様からお
父様かお母様にうつってしまうかたち
が多く、成人がかかると非常に重症で
すから、親のほうが入院されるという
場合がよくあります。大人でも100％
免疫を持っているわけではないので、
今までかからずに済んでいた方が大人
になってかかると非常に重症になって、
亡くなってしまう方がいらっしゃると
いうのも現状です。
　ただし、水痘は麻疹、風疹、水痘、お
たふくかぜの中では大人の抗体保有率
が最も高い病気で、今問題になってい
るのは男性の風疹だと思います。ワク
チンを定期接種として受けるチャンス
がなかった方が、今30代、40代ですの
で、たくさんの男性が風疹を発症して
います。６月前でも風疹の流行が止ま
りません。毎週600～700人近い大人が
風疹を発症していて、その４分の３は
男性です。女性は20代が多く、先天性

風疹症候群の赤ちゃんも2012年10月～
2013年４月までに10人報告されている
のが現状ですので、ぜひ大人も麻疹・
風疹混合ワクチンで２回目を受けてお
いていただいたほうが、麻疹と風疹の
両方の予防という意味でもいいのかな
と思っています。

　池田　そういう目から見ると、看護
学校とか医療系の人たちのみならず、
一般の成人男性が少し、ピットフォー
ルといいますか、抜けていたというこ
とですね。
　多屋　そうですね。
　池田　ありがとうございました。
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