
中野皮膚科クリニック院長
松　尾　光　馬

（聞き手　池田志斈）

　帯状疱疹の予防のため、水痘ワクチンがすすめられていますが、十分な抗体
ができたか否かを調べるにはどうしたらよいのでしょうか。また、２回目、３
回目の接種のタイミングはどうやって決めたらよいのかもご教示ください。

＜愛知県開業医＞

水痘ワクチン

　池田　松尾先生、実際のところ、帯
状疱疹のワクチンは現時点において、
日本では水痘ワクチンしかないのでし
ょうか。
　松尾　日本のワクチンは、水痘ワク
チンをそのまま帯状疱疹ワクチンとし
て用いているのが現状です。
　池田　特徴としてはどんなワクチン
なのですか。
　松尾　日本で用いられている水痘ワ
クチンは生ワクチンになります。ただ、
これは実際の野生株と比べるとかなり
病原性が落ちたものになるので、例え
ばそれを打って水痘になったとしても、
すごく軽く済むという特徴があります。
　池田　一応、生ワクチンで弱毒型と
いうことですね。
　松尾　そうですね。

　池田　これは子どもさんに、あるい
は免疫が落ちている方に、水痘になら
ないようにと使うものと同じなのです
か。
　松尾　同じです。
　池田　以前からこれを使っていたの
で、ある程度安全性はわかっているか
ら使いやすい、ということなのでしょ
うか。
　松尾　海外ではZOSTAVAXといわ
れる帯状疱疹ワクチンが以前から用い
られています。そのワクチンのもとに
なる株は日本で使用されている水痘ワ
クチンと同じ株なのです。ZOSTAVAX
のデータがいろいろあって、それをも
とに日本で用いられている水痘ワクチ
ンが、そのまま帯状疱疹ワクチンとし
て用いられたという経緯があります。

　池田　自費なのですか。
　松尾　自費になります。今のところ
保険適用はないので、施設によって異
なると思いますが、だいたい8,000～１ 
万円ぐらいになると思います。
　池田　帯状疱疹予防の対象者とはど
のような方なのでしょうか。
　松尾　帯状疱疹の患者さんは50、60
代から増えてくるので、日本では50歳
以上の方に接種が推奨されています。
　池田　あまり高齢者すぎてもだめな
のですね。
　松尾　そうですね。ワクチンを打っ
ても免疫が誘導されにくくなってきま
すので。若いうちから打ったほうがよ
り効果があります。
　池田　あまりに高齢者だと免疫が反
応しないようなイメージがありますね。
　松尾　そうですね。
　池田　質問にもあるのですが、十分
な抗体ができたかどうか調べるにはど
うしたらいいでしょうか。
　松尾　抗体は採血で調べられますが、
現時点では酵素抗体法のIgGが用いら
れます。ただし、抗体があるからとい
って帯状疱疹を予防できるわけではな
いのです。そういう液性免疫よりも、
実は細胞性免疫が上がっていることが
帯状疱疹を抑えるうえで重要になりま
す。
　池田　何かエビデンスはあるのでし
ょうか。
　松尾　小豆島で2008年から約１万

2,000人に対して３年間経過を追った報
告があります。そこで水痘・帯状疱疹
ウイルスに対する細胞性免疫の上昇が
ある人は帯状疱疹の発症が抑えられ、
かつ抗体は上がっていても抑えられな
いというデータがあります。
　池田　抗体が上がっていればいいと
いうものではなくて、細胞性免疫が上
がってないと意味がないのですね。
　松尾　そういうことになります。
　池田　抗体は採血してわかるという
ことですが、細胞性免疫はどのように
調べるのですか。
　松尾　細胞性免疫の検査はコマーシ
ャルベースにできないのですが、水痘
抗原の皮内反応でツベルクリンのよう
に反応を見るのです。皮内注射をして
２日後に紅斑浸潤の大きさで細胞性免
疫の程度を知ることができます。
　池田　その注射は医師であれば購入
することができるのですか。
　松尾　購入することはできます。た
だし、保険適用はないので自費になり
ます。
　池田　幾らぐらいのものなのですか。
　松尾　それも施設によって異なるの
ですが、私が大学で施行していたとき
は１回2,700円という料金でした。
　池田　とても高いというわけではな
いのですね。
　松尾　そうですね。
　池田　逆にいうと、ワクチンを打と
うかという方は先に細胞性免疫を測っ
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て、それから打つのでしょうか。
　松尾　そういった場合もありますし、
50～60代で、ある程度低下が予想され
るような場合には、最初からワクチン
を打つ方もいます。
　池田　もともとの細胞性免疫が強い
場合でも何か支障はないのでしょうか。
　松尾　支障はないです。さらに細胞
性免疫が上がるというだけで、追加す
ることによる問題は特にないと思いま
す。
　池田　逆にいうと、とにかくやって
みる。どうしても心配な方は細胞性免
疫が上がってきたのかについて、また
あとで調べる。
　松尾　それも一つの方法だと思いま
す。
　池田　通常は調べないのですか。
　松尾　60～70代の方は調べなくても
いいと思うのですが、50代でされる場
合には皮内反応を見て、細胞性免疫が
高ければ、その時点で打つ必要はない
かもしれません。
　池田　免疫がまだしっかりしている
ということですね。
　松尾　そうです。
　池田　次の質問ですけれども、２回
目、３回目の接種は、どうなのかとい
うことですが。
　松尾　１回ワクチンを打つことによ
って５年間、発症を抑えられたという
データはあります。ほかにもいろいろ
な試験があるのですが、だいたい３～ 

11年ぐらい細胞性免疫が保たれたとい
うデータもあります。それらを勘案す
ると、10年ぐらいはもつのではないか
なと考えられます。明らかにこの時点
で打たなければいけないことはないと
思います。
　池田　例えば、50代の方が細胞性免
疫があまりないとわかって、それで打
ったとすると、ワクチンを打った後に
もう１回行いますね。そうすると、今
度は10年ぐらい経って、もう１回やっ
てみるかという話はあるのですね。
　松尾　それはいいとは思います。ま
たそこで皮内反応を行って細胞性免疫
を調べるのも一つの方法だと思います。
　池田　そこでしっかりあれば、もう
１回打たなくていい。
　松尾　もう少し様子を見てもいいと
いうことになります。
　池田　なかなか難しい話ですね。例
えば、今の水痘ワクチンを打って、細
胞性免疫も見て、上がっていない場合
は、また打つのでしょうか。
　松尾　上がらない方は高齢者に多く
見られると思います。70～80代になっ
てくると、ワクチンを打っても免疫が
上昇しない方が10～20％いるので、そ
ういった場合には再度打つのが一つの
方法かと思います。
　池田　また打てば細胞性免疫がつく
のでしょうか。
　松尾　必ずとは言えないですが、１
回で様子を見るよりは上がってくる可

能性は高いかと考えます。
　池田　打たれる方が、帯状疱疹のひ
どさといいますか、QOLを障害するよ
うなものが残りにくいことがわかって
いないと、なかなかそこまではいかな
いのですか。
　松尾　周囲に帯状疱疹にかかってひ
どい方がいたりすると、そのようにな
りたくないという思いが強くなり、患
者さんの打つ意欲は高まると思います。
あとは、帯状疱疹後神経痛といわれる
帯状疱疹に伴うQOLが下がるような痛
みに関しても、打つことによって60～ 
70％ぐらい低下します。痛みに関して
も苦しんでいる方が周りにいらっしゃ
ると、打たれる方は多いです。
　池田　今の水痘ワクチンは生ワクチ
ンですが、今後、もっと違うワクチン
は出てくるのでしょうか。
　松尾　海外では2017年10月からサブ
ユニットワクチンといわれる、生ワク
チンではないワクチンが発売されてい
ます。それは水痘の糖蛋白Eといわれ
る部分とアジュバントをプラスしたも
のです。これを用いることによって、
今使われている生ワクチンに比べると、
さらに細胞性免疫の上昇が高く、しか
も長く維持されるというデータもあり
ます。
　池田　それはいいですね。蛋白質を
合成して、ウイルスの全体を使わない

ということですね。理想的ですね。
　松尾　そうですね。
　池田　もしこれが日本に導入される
と、免疫が落ちている方とか、免疫抑
制状態になっている方も大丈夫なので
しょうか。
　松尾　免疫抑制、例えばHIVの方で
あるとか、胆がん患者の方であっても
打てるというデータがあります。
　池田　そういう方こそよく帯状疱疹
に罹患してしまいますよね。
　松尾　そうですね。アメリカのワク
チン諮問委員会などでも、生ワクチン
よりも、そのワクチンのほうがさらに
推奨されています。日本でそれが導入
されれば、今後、帯状疱疹に関しては
用いていくことになるかもしれません。
　池田　特にHIVの方で繰り返し帯状
疱疹になるのが一つの証拠というか、
症状なので、そういうものができて、
止められると非常にいいですね。
　松尾　そうですね。
　池田　今後の見通しとして、それも
保険適用外、自費なのでしょうか。
　松尾　まだ導入は１年ぐらい先にな
ると思いますが、それも最初は自費に
なってくると思います。
　池田　今後はこういった方は保健適
用内で打てるようになれば、さらにい
いと思いますね。ありがとうございま
した。
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て、それから打つのでしょうか。
　松尾　そういった場合もありますし、
50～60代で、ある程度低下が予想され
るような場合には、最初からワクチン
を打つ方もいます。
　池田　もともとの細胞性免疫が強い
場合でも何か支障はないのでしょうか。
　松尾　支障はないです。さらに細胞
性免疫が上がるというだけで、追加す
ることによる問題は特にないと思いま
す。
　池田　逆にいうと、とにかくやって
みる。どうしても心配な方は細胞性免
疫が上がってきたのかについて、また
あとで調べる。
　松尾　それも一つの方法だと思いま
す。
　池田　通常は調べないのですか。
　松尾　60～70代の方は調べなくても
いいと思うのですが、50代でされる場
合には皮内反応を見て、細胞性免疫が
高ければ、その時点で打つ必要はない
かもしれません。
　池田　免疫がまだしっかりしている
ということですね。
　松尾　そうです。
　池田　次の質問ですけれども、２回
目、３回目の接種は、どうなのかとい
うことですが。
　松尾　１回ワクチンを打つことによ
って５年間、発症を抑えられたという
データはあります。ほかにもいろいろ
な試験があるのですが、だいたい３～ 

11年ぐらい細胞性免疫が保たれたとい
うデータもあります。それらを勘案す
ると、10年ぐらいはもつのではないか
なと考えられます。明らかにこの時点
で打たなければいけないことはないと
思います。
　池田　例えば、50代の方が細胞性免
疫があまりないとわかって、それで打
ったとすると、ワクチンを打った後に
もう１回行いますね。そうすると、今
度は10年ぐらい経って、もう１回やっ
てみるかという話はあるのですね。
　松尾　それはいいとは思います。ま
たそこで皮内反応を行って細胞性免疫
を調べるのも一つの方法だと思います。
　池田　そこでしっかりあれば、もう
１回打たなくていい。
　松尾　もう少し様子を見てもいいと
いうことになります。
　池田　なかなか難しい話ですね。例
えば、今の水痘ワクチンを打って、細
胞性免疫も見て、上がっていない場合
は、また打つのでしょうか。
　松尾　上がらない方は高齢者に多く
見られると思います。70～80代になっ
てくると、ワクチンを打っても免疫が
上昇しない方が10～20％いるので、そ
ういった場合には再度打つのが一つの
方法かと思います。
　池田　また打てば細胞性免疫がつく
のでしょうか。
　松尾　必ずとは言えないですが、１
回で様子を見るよりは上がってくる可

能性は高いかと考えます。
　池田　打たれる方が、帯状疱疹のひ
どさといいますか、QOLを障害するよ
うなものが残りにくいことがわかって
いないと、なかなかそこまではいかな
いのですか。
　松尾　周囲に帯状疱疹にかかってひ
どい方がいたりすると、そのようにな
りたくないという思いが強くなり、患
者さんの打つ意欲は高まると思います。
あとは、帯状疱疹後神経痛といわれる
帯状疱疹に伴うQOLが下がるような痛
みに関しても、打つことによって60～ 
70％ぐらい低下します。痛みに関して
も苦しんでいる方が周りにいらっしゃ
ると、打たれる方は多いです。
　池田　今の水痘ワクチンは生ワクチ
ンですが、今後、もっと違うワクチン
は出てくるのでしょうか。
　松尾　海外では2017年10月からサブ
ユニットワクチンといわれる、生ワク
チンではないワクチンが発売されてい
ます。それは水痘の糖蛋白Eといわれ
る部分とアジュバントをプラスしたも
のです。これを用いることによって、
今使われている生ワクチンに比べると、
さらに細胞性免疫の上昇が高く、しか
も長く維持されるというデータもあり
ます。
　池田　それはいいですね。蛋白質を
合成して、ウイルスの全体を使わない

ということですね。理想的ですね。
　松尾　そうですね。
　池田　もしこれが日本に導入される
と、免疫が落ちている方とか、免疫抑
制状態になっている方も大丈夫なので
しょうか。
　松尾　免疫抑制、例えばHIVの方で
あるとか、胆がん患者の方であっても
打てるというデータがあります。
　池田　そういう方こそよく帯状疱疹
に罹患してしまいますよね。
　松尾　そうですね。アメリカのワク
チン諮問委員会などでも、生ワクチン
よりも、そのワクチンのほうがさらに
推奨されています。日本でそれが導入
されれば、今後、帯状疱疹に関しては
用いていくことになるかもしれません。
　池田　特にHIVの方で繰り返し帯状
疱疹になるのが一つの証拠というか、
症状なので、そういうものができて、
止められると非常にいいですね。
　松尾　そうですね。
　池田　今後の見通しとして、それも
保険適用外、自費なのでしょうか。
　松尾　まだ導入は１年ぐらい先にな
ると思いますが、それも最初は自費に
なってくると思います。
　池田　今後はこういった方は保健適
用内で打てるようになれば、さらにい
いと思いますね。ありがとうございま
した。
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