
済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科顧問
藤　澤　知　雄

（聞き手　山内俊一）

　B型肝炎ワクチン接種についてご教示ください。
　１．特に小児の場合、接種後の抗体価の測定は不要でしょうか。
　２． 抗体価がどれくらい低値だったら追加接種が必要となるのでしょうか。

その接種時期、回数についてご教示ください。
＜広島県開業医＞

B型肝炎ワクチン接種

　山内　藤澤先生、まず最初に簡単に
アウトラインを教えていただきたいの
ですが、小児のB型肝炎の現況、増え
ている、減っているなど、このあたり
はいかがでしょうか。
　藤澤　1985年からB型肝炎の母子感
染の予防が始まっています。母子感染
の予防は順調に行われているので、増
えていることはないと思います。しか
し、母子感染の予防がうまくできなか
った例もあるし、現在は母子感染以外
の感染が目立つようになってきたので
す。例えば父子感染とか、家族以外の
感染、保育園で感染している、そうい
うことが予想できるケースが目立つよ
うになってきました。
　３歳までの感染の場合にはキャリア

といって、持続的に６カ月以上にわた
ってHBs抗原が陽性になる人が多いの
です。反対に３歳を過ぎると感染して
もキャリアにならずに、一過性感染が
増えてくるのです。ですから、同じ小
児でも、３歳未満の人と３歳以上の人
では病態が大きく異なります。
　山内　まず母子感染予防に関しては、
日本ではあらゆる妊婦さんに対して抗
体のチェックが行われているので、非
常に大きな成果が出たことは間違いな
いのでしょうか。
　藤澤　間違いないですね。
　山内　かなり減ったのですね。
　藤澤　1/10に減っています。
　山内　そちらが非常に減ったので、
逆に先ほどのように、それ以外のもの、

「あれ、なぜ？」というものが増えて
きている。お聞きしますと、やはり接
触感染的なものが多いとみてよいので
しょうか。
　藤澤　そうですね。血液以外の、例
えば体液ですね、唾液とか汗とか涙と
か、そういうものが体について、しか
も体には見えない傷があったりして感
染したり、幼稚園でかみついたりとか、
保育園などで同じおもちゃをみんなで
なめたりとか、そういうことで普通で
は起こらない感染が起こっているので
す。幼児では標準的な予防法ができて
いないですからね。
　山内　何でも起こりうるようなとこ
ろもあると。
　藤澤　濃厚接触感染ですね。
　山内　これは偶然発見されるのでし
ょうか。それとも、何か検査をするの
ですか。
　藤澤　症状が出てから来院する人は
ほとんどいないのです。たまたま何か
のときに検査をして、例えばヘルニア
の手術をするとか、偶然にトランスア
ミナーゼが高く、おかしいということ
で検査をしたらB型のウイルス関連の
マーカーが陽性であったとか、そうい
うことで見つかることが多いです。
　山内　何か特徴的な症状はあるので
しょうか。
　藤澤　１つだけあります。ジアノッ
ティという、発疹、ブツブツが出るこ
とがあって、それで見つかることがご

くまれにあるのです。
　山内　かなり特徴的な発疹ですか。
　藤澤　６カ月以上にわたって続く発
疹とか、けっこう長引くのです。四肢
の伸側にブツブツが出る。
　山内　そういったものを熟知されて
いる先生がたまたまいらっしゃるとわ
かるのですね。
　藤澤　治りにくい発疹があって、念
のために血液検査をやってみたら、ト
ランスアミナーゼが高かった。しかも
HBs抗原が陽性だったということで、
ジアノッティだと診断されて送られて
きたこともあります。
　山内　ちなみに、子どもの場合です
が、３歳未満はキャリアということで
すけれども、急性肝炎、さらに劇症肝
炎になる率もけっこう多いのでしょう
か。
　藤澤　今はほとんどないです。昔、
母子感染予防ができなかったときは、
e抗体陽性の感染力が少ないお母さん
から生まれた子どもに年間数名の劇症
肝炎で死亡した子どもがいたのですが、
今はそれもいないです。ですから今、
子どもの中ではB型がらみの劇症肝炎
はほとんどゼロです。
　山内　いずれにしても、ワクチンが
かなり大きな力になってきたことは間
違いないですね。
　藤澤　そうですね。
　山内　ワクチンの基本的な打ち方に
関して簡単にご説明願えますか。
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　藤澤　ワクチンは、母子感染の予防
のときは、生後12時間以内にまずHBs
抗体がたくさん含まれている免疫グロ
ブリン（HBIG）を打つ。その後に、そ
れとほとんど同時でいいのですけれど
も、HBワクチンを開始する。生まれ
た日にワクチンを打つのです。それは
birth doseといわれます。１カ月後に
もう一回ワクチンを打って、５～６カ
月空けた後に３回目を打つ方法が一般
的です。
　山内　未熟児などでも同じですか。
　藤澤　未熟児、低出生体重児の場合
は、真ん中にもう一回、４回打つ方法
があるのです。産婦人科学会や周産期
学会では１回多く打つよう指導して 
います。それが母子感染の予防です。
2016年10月１日からの定期接種の場合
には、生まれた日からではなくて生後
２カ月、３カ月で、その後１回目から
５～６カ月空けて３回目を行う方法で
す。
　山内　いろいろ論争があるにせよ、
今回、学会でもワクチンをきちんと行
っていくという方向づけはなされたの
ですね。
　藤澤　そうです。
　山内　この質問ですが、特に小児の
場合、接種後の抗体価の測定は不要で
しょうかというのがありますが、実際
にはどういうかたちでなされているの
でしょうか。
　藤澤　実際問題としては、母子感染

予防に関しては３回目の接種をした後、
１カ月後に１度だけ抗体価を調べるの
が一般的だと思います。HBs抗体が10
以上であれば、これは予防効果があっ
たろうということで、10未満の場合に
は追加ワクチンをすることが一般的だ
と思います。
　山内　母子感染の予防以外の予防の
場合はワクチン接種後のHBs抗体チェ
ックはしていません。HBs抗体の測定
方法が幾つかありますが、抗体価を調
べるのが一番鋭敏な方法でしょうか。
　藤澤　鋭敏な方法です。EIA法とか
クリア法とかあるのですが、感度のい
い方法ですと、10インターナショナル
ユニット以上が陽性です。
　山内　母子感染のほかにも、最近は
水平感染に対する予防もあるようです
が、こちらは多少違ってくるとみてよ
いでしょうか。
　藤澤　これは先ほども申し上げたと
おり、予防法が違って、生後２カ月か
ら始めているのです。２カ月、３カ月、
それから５～６カ月のときに３回目と
いうやり方です。ですから、母子感染
のほうは健康保険でやっていますけれ
ども、今度の定期接種のほうは予防接
種法という法律を変えてB型肝炎のワ
クチンを打っているのです。やり方が
違うのです。
　山内　そうなりますと、公費という
かたちで費用もだいぶ違ってきますか。
　藤澤　健康保険のほうは乳児医療で

すから全国的に無料です。今度の水平
感染の予防のほうは、定期接種化です
が、一部は各地方自治体で、あと残り
を国でカバーするかたちで、原則無料
です。
　山内　それは非常にありがたいです
ね。
　藤澤　ありがたいですね。
　山内　もう一つの質問は、抗体価が
どれぐらい低値だったら追加接種が必
要となるのでしょうか。
　藤澤　これはたいへん難しい問題で
す。母子感染の予防の場合だとすると、
先ほど申し上げたとおり、３回目のワ
クチンを打った１カ月後ぐらいに調べ
て、HBs抗体が10未満であれば追加し
たほうがいいと思います。それ以外の
定期接種化のほうは、はっきりと取り
決めがないのですけれども、同じよう
に行われると思うのですが、上がりが
悪かった場合には追加する、特に３歳
までに感染を防いでおくことが大事だ
と思います。
　山内　そのあたりは多少医師の判断
にゆだねられている。

　藤澤　そうですね。最終的には。成
人を対象とする場合は、すごく感染し
やすい、危険性が高い仕事をされてい
る方、例えば、透析をされている医師
とか医療従事者などは感染する可能性
が高いので、そういう場合は各施設で
取り決めが多分なされています。追加
ワクチンをするかどうかはその取り決
めで行われていると思うのですけれど
も、各施設で少しずつ違うと思います。
　山内　あまり神経質にならなくても
いいとお考えですか。
　藤澤　私は個人的にはそう思ってい
ます。実際に日本以外の国ではこのワ
クチンが定期接種化になってから30年
ぐらい経つのですけれども、そういう
ものを見ていると、確かに遺伝子レベ
ルでは感染があるのですけれども、実
際に臨床的に急性肝炎を起こしたとか、
劇症肝炎を起こしたとか、がんになっ
てしまったとかいう人はいないので、
あまり神経質になることはないと思っ
ています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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