
痛みが起こらないようにする配慮はあ
るのでしょうか。
　久野木　長時間、普通に立っている
と、どうしても腰椎が過伸展、前弯と
いうのですが、それが強くなって症状
が悪化しやすい。腰の反り返り、アラ
イメントと我々は申しますが、それを
適切に保つ。10㎝ぐらいの高さの箱か
台を置いて、片足をそれに乗せるので
す。左右の足を交互にそれに乗せると、
すごく腰の負担が減って、症状も出に
くくなります。10㎝ぐらいの、昔の電
話帳や板のようなものを台にします。
　池脇　きちんとしたものを購入しな
くても、ちょっとしたものを置いて片
足を置けばいいのですね。
　久野木　週刊誌10冊ぐらい積み重ね
ればいいかもしれません。
　池脇　あと、ヒトは１日の1/3ぐら
い寝ているわけですが、寝ているのも、
ある意味、腰に負担がかかりませんか。
　久野木　そうですね。腰というのは、
逆に屈曲しても、今度は狭窄症以外の
腰痛が出るのです。ですから、ほどほ
どの硬さのベッドを使う、あるいは布
団を使うことと、適宜タオルなどを腰
の下に入れたりして一番楽な状態を保
つということでいいと思います。
　池脇　前屈という体勢までとるのは
難しいかもしれないけれども、工夫し
てみるということですね。
　久野木　いろいろ工夫してみるとい
いと思います。

　池脇　手術は専門的な領域ですから、
それ以外にできることは何でしょうか。
　久野木　簡単なコルセットみたいな
もので一時的にはよくなりますが、長
期的にはそれよりも体幹の筋肉を強く
していただく。昔の教科書に載ってい
るような腹筋の訓練とか背筋の訓練で
はなくて、いわゆる体幹の深部筋を鍛
えるような方法で、あまり激しく前後
屈しないで、力だけ入れてやるいろい
ろな方法があります。そういう方法で
体幹の筋肉を強くするのがいいと思い
ます。
　池脇　骨だけではなくて筋肉も大事
なのですね。
　久野木　大事ですね。
　池脇　最後に、こういう症状が出た
ら整形外科に相談したほうがいいとい
う目安はありますか。
　久野木　先ほど申しましたように、
どんどん悪くなる人は少ないのですけ
れども、急速に馬尾が障害された場合、
排尿障害が来ます。排尿障害が来る場
合には早めに専門医に見せること。そ
こまでいかなくても、足の力が急に弱
くなって、つま先立ちができなくなる
とか、あるいは下垂足といって足首が
だらんとさがってしまう、スリッパが
脱げてしまう、そういう状況でも早め
に治療したほうがいいと思います。あ
とはそれほど急ぐことはないと思いま
す。
　池脇　ありがとうございました。

東京医科大学病院渡航者医療センター准教授
水　野　泰　孝

（聞き手　山内俊一）

　予防接種の効果についてご教示ください。
　予防接種には、定期接種と任意接種など、様々な種類のワクチンがあります。
それぞれどのくらいの期間、効果が持続するものなのでしょうか。

＜福岡県開業医＞

予防接種の有効期間

　山内　水野先生、まず、小児に打つ
ワクチンの代表的なものを簡単にご紹
介願いたいです。普通、３種混合ワク
チンあるいは、今は４種ですか。この
あたりはどのぐらいの期間、効果が持
続すると考えられているのでしょうか。
　水野　４種混合ワクチンの中に入っ
ている破傷風の効果に関しては、私が
実際に成人の海外渡航者の方で抗体検
査をしたところ、だいたい20代の方は
ほぼ100％、抗体が維持できていたと
いう結果でした（図１～３）。そうい
ったことから考えると、おそらくその
方々は小児期に接種している年代だと
思われますので、乳児期から20代後半
ぐらいまでは抗体が維持できていた。
すなわち、免疫が維持できていたと理
解できると思います。

　山内　少なくとも20年以上は効果が
持続しているのではないかということ
ですね。
　水野　そうですね。おそらくそうい
うことになると思います。ジフテリア
に関する抗体検査も一応調査の中では
行っているのですが、20代の方ではほ
ぼ６割に抗体が維持できていたという
結果が出ました。
　山内　残っているのは、クラシック
な、といいますか３種ですが、これに
関してはいかがでしょう。３種に関し
てはかなり古くから打たれていますね。
　水野　日本の予防接種法に基づく予
防接種として、３種混合ワクチンは
1968年ぐらいからDPTとして打たれて
いる歴史的な背景があるので、1968年
以降に生まれた方は、破傷風を含め、
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　水野　そうですね。
　山内　先生は渡航者向けのワクチン
のエキスパートでいらっしゃるので、
そのあたりを少しうかがいたいのです
が、まず渡航者を中心として成人への
ワクチン接種といいますと、どういっ
たものが問題になっているのでしょう
か。
　水野　成人のワクチン接種に関して
は、海外渡航者のワクチンが中心だと
思います。その中でも比較的接種する
頻度が高いものとしては、A型肝炎、
B型肝炎、それから破傷風の追加接種、
狂犬病、日本脳炎などが挙げられます。
　山内　おのおのについて簡単に解説
願いたいのですが、まずA型肝炎、B
型肝炎に関して効果期間はどのくらい
なのでしょうか。

　水野　欧米のデータ、あるいは日本
の製薬会社のデータ等々を考慮すると、
A型肝炎、B型肝炎ともにだいたい20
年以上は免疫が維持されているものが
散見されるので、おそらくは３回の接
種で長期的な免疫の維持が期待できる
だろうと思います。
　山内　ほぼ一生涯と考えてもよいよ
うな状況ですか。
　水野　そうですね。ただ、何十年か
たって、もし不安な方がいるようでし
たら、血液検査で抗体検査を行ってみ
て、抗体の減衰があれば、その段階で
追加接種を１回すれば、十分な抗体の
獲得は得られると思います。
　山内　日本脳炎もよく話題になりま
すね。これはいかがでしょう。
　水野　私が調査したデータに基づき

図２　追加接種後の抗体獲得状況（％）

百日咳、ジフテリアに関して基礎免疫
がついているだろうと推測されます。
　山内　我々、成人を扱う立場から言
うと、最近特に関心が高いのは風疹で
す。妊娠期の女性あるいはその配偶者
が最近よく抗体検査に来られて、中に
は抗体が低い方がいらっしゃることも
あるのです。風疹に関しては今どうな
っているのでしょうか。
　水野　1995年から風疹のワクチンを
乳幼児期の男女に打つようになったの
で、20代前半ぐらいまでの方は免疫が
ついているだろうと考えています。た
だ、20代後半以上の方々に関しては幼
少期に接種していない可能性があるの
で、感染防御のレベルに達していない
方も多いと思われます。20代後半以上
の方は、抗体検査をする、あるいは追

加接種をすることが必要になってくる
と思います。
　山内　いわゆる生ワクチンを打って
いると有効期間が長いとか、そういっ
たものはあるのでしょうか。
　水野　生ワクチンというのはほぼ一
生涯有効というのが一般的な認識かと
思われますが、最近では、風疹あるい
は麻疹の患者さんが少なくなってきて
いることもあり、自然に免疫が増強さ
れる機会が少なくなっています。そう
いった意味では、１回の接種で、免疫
が一生涯持続されるとも限りませんの
で、２回接種をしっかりとするように
していただいたほうがよいかと思いま
す。
　山内　現時点でそこは端境期のとこ
ろだとみてよいのですね。

図１　追加接種前の抗体保有状況（％）
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　水野　そうですね。
　山内　先生は渡航者向けのワクチン
のエキスパートでいらっしゃるので、
そのあたりを少しうかがいたいのです
が、まず渡航者を中心として成人への
ワクチン接種といいますと、どういっ
たものが問題になっているのでしょう
か。
　水野　成人のワクチン接種に関して
は、海外渡航者のワクチンが中心だと
思います。その中でも比較的接種する
頻度が高いものとしては、A型肝炎、
B型肝炎、それから破傷風の追加接種、
狂犬病、日本脳炎などが挙げられます。
　山内　おのおのについて簡単に解説
願いたいのですが、まずA型肝炎、B
型肝炎に関して効果期間はどのくらい
なのでしょうか。

　水野　欧米のデータ、あるいは日本
の製薬会社のデータ等々を考慮すると、
A型肝炎、B型肝炎ともにだいたい20
年以上は免疫が維持されているものが
散見されるので、おそらくは３回の接
種で長期的な免疫の維持が期待できる
だろうと思います。
　山内　ほぼ一生涯と考えてもよいよ
うな状況ですか。
　水野　そうですね。ただ、何十年か
たって、もし不安な方がいるようでし
たら、血液検査で抗体検査を行ってみ
て、抗体の減衰があれば、その段階で
追加接種を１回すれば、十分な抗体の
獲得は得られると思います。
　山内　日本脳炎もよく話題になりま
すね。これはいかがでしょう。
　水野　私が調査したデータに基づき

図２　追加接種後の抗体獲得状況（％）

百日咳、ジフテリアに関して基礎免疫
がついているだろうと推測されます。
　山内　我々、成人を扱う立場から言
うと、最近特に関心が高いのは風疹で
す。妊娠期の女性あるいはその配偶者
が最近よく抗体検査に来られて、中に
は抗体が低い方がいらっしゃることも
あるのです。風疹に関しては今どうな
っているのでしょうか。
　水野　1995年から風疹のワクチンを
乳幼児期の男女に打つようになったの
で、20代前半ぐらいまでの方は免疫が
ついているだろうと考えています。た
だ、20代後半以上の方々に関しては幼
少期に接種していない可能性があるの
で、感染防御のレベルに達していない
方も多いと思われます。20代後半以上
の方は、抗体検査をする、あるいは追

加接種をすることが必要になってくる
と思います。
　山内　いわゆる生ワクチンを打って
いると有効期間が長いとか、そういっ
たものはあるのでしょうか。
　水野　生ワクチンというのはほぼ一
生涯有効というのが一般的な認識かと
思われますが、最近では、風疹あるい
は麻疹の患者さんが少なくなってきて
いることもあり、自然に免疫が増強さ
れる機会が少なくなっています。そう
いった意味では、１回の接種で、免疫
が一生涯持続されるとも限りませんの
で、２回接種をしっかりとするように
していただいたほうがよいかと思いま
す。
　山内　現時点でそこは端境期のとこ
ろだとみてよいのですね。

図１　追加接種前の抗体保有状況（％）
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すので、海外渡航者に限られますが、
日本の狂犬病のワクチンは、流通が少
ないので、なかなかデータがありませ
ん。海外のワクチンのデータを見ると、
基礎免疫として３回打って、その後、
追加接種で１回打つ。すなわち、４回
打つことによって５年はしっかりと免
疫が維持されているというのが一般的
で、文献によっては10年近くその免疫
が維持されているという報告もありま
すので、ほかのワクチンと同様に長期
的な抗体の維持は期待できるかと思い
ます。
　山内　とりあえず５～10年はほぼ保
証されているというところですね。
　水野　そうですね。また、狂犬病に
関して注意しなければいけないのは、
渡航者が現地で動物にかまれた場合に
は、その時点で追加接種を打つという
ことを忘れないことです。
　山内　あと、かなりまれになってく
ると思いますが、渡航地によっては黄
熱病もあるようですね。
　水野　黄熱病のワクチンに関しては、
つい数年前までは10年間有効となって
いましたが、最近ではその有効期間が

なくなり、１回打てば一生涯有効とな
り、イエローカードも一生涯有効とい
うことになっています。
　山内　あと残っているものとしてポ
リオもありますが、これはどうでしょ
う。
　水野　これも数年前までは日本では
のむワクチン、経口ポリオワクチンを
使っていたのですが、現在は注射ワク
チンとして４種混合ワクチンの中に入
っています。ただ４種混合ワクチンと
して始まってからそんなに年数がたっ
ていませんので、長期的な免疫の持続、
特に注射ポリオワクチンの免疫の持続
に関しては、これからデータが出てく
るところではないかと思います。
　山内　接種するワクチンが非常に多
いので、企業などに勤めて駐在される
方は、ある程度スケジュールに余裕を
もって打たなければならないというこ
とでしょうね。
　水野　できるだけ余裕を持って打っ
ていただくようにすると、より安心か
と思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ますと、日本脳炎に関しても20代の
方々は高い中和抗体が得られています
ので、おそらく小児期のワクチン接種
の効果が得られているのではないかと
推測されます（図１～３）。
　山内　最近、日本脳炎に関して、18
歳あたりでの追加接種が広まっている
ような印象もあります。このあたりは
いかがでしょう。
　水野　小児期の定期接種に関しては、
小児期だけで終わってしまうと、どう
しても免疫の持続が短くなってしまい
ます。小学生以上、学童期あたりに追
加接種をすることは、より長期的な免
疫の維持が期待できることになります。
ぜひ追加接種をされるとよいかと思い
ます。
　山内　破傷風はどうでしょうか。

　水野　破傷風に関しても、小児期に
打たれた方が多いと思いますが、注意
しなければいけないのは、日本では
1968年前後から破傷風の接種が始まっ
ていますので、それよりも前に生まれ
た方は破傷風を打っていない可能性が
あります。高齢者の方々に関しては追
加接種だけではなくて、規定の回数を
打たれたほうが安心かと思います。
　山内　この場合は抗体検査をしない
で、そのまま打つことが多いのでしょ
うか。
　水野　渡航者の場合には、特に抗体
検査をしなくても、出生した年代で回
数を決めています。
　山内　次に狂犬病ですが、これはい
かがですか。
　水野　狂犬病は日本にはない病気で

図３　抗体陰性者における追加接種後の抗体獲得率（％）
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すので、海外渡航者に限られますが、
日本の狂犬病のワクチンは、流通が少
ないので、なかなかデータがありませ
ん。海外のワクチンのデータを見ると、
基礎免疫として３回打って、その後、
追加接種で１回打つ。すなわち、４回
打つことによって５年はしっかりと免
疫が維持されているというのが一般的
で、文献によっては10年近くその免疫
が維持されているという報告もありま
すので、ほかのワクチンと同様に長期
的な抗体の維持は期待できるかと思い
ます。
　山内　とりあえず５～10年はほぼ保
証されているというところですね。
　水野　そうですね。また、狂犬病に
関して注意しなければいけないのは、
渡航者が現地で動物にかまれた場合に
は、その時点で追加接種を打つという
ことを忘れないことです。
　山内　あと、かなりまれになってく
ると思いますが、渡航地によっては黄
熱病もあるようですね。
　水野　黄熱病のワクチンに関しては、
つい数年前までは10年間有効となって
いましたが、最近ではその有効期間が

なくなり、１回打てば一生涯有効とな
り、イエローカードも一生涯有効とい
うことになっています。
　山内　あと残っているものとしてポ
リオもありますが、これはどうでしょ
う。
　水野　これも数年前までは日本では
のむワクチン、経口ポリオワクチンを
使っていたのですが、現在は注射ワク
チンとして４種混合ワクチンの中に入
っています。ただ４種混合ワクチンと
して始まってからそんなに年数がたっ
ていませんので、長期的な免疫の持続、
特に注射ポリオワクチンの免疫の持続
に関しては、これからデータが出てく
るところではないかと思います。
　山内　接種するワクチンが非常に多
いので、企業などに勤めて駐在される
方は、ある程度スケジュールに余裕を
もって打たなければならないというこ
とでしょうね。
　水野　できるだけ余裕を持って打っ
ていただくようにすると、より安心か
と思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ますと、日本脳炎に関しても20代の
方々は高い中和抗体が得られています
ので、おそらく小児期のワクチン接種
の効果が得られているのではないかと
推測されます（図１～３）。
　山内　最近、日本脳炎に関して、18
歳あたりでの追加接種が広まっている
ような印象もあります。このあたりは
いかがでしょう。
　水野　小児期の定期接種に関しては、
小児期だけで終わってしまうと、どう
しても免疫の持続が短くなってしまい
ます。小学生以上、学童期あたりに追
加接種をすることは、より長期的な免
疫の維持が期待できることになります。
ぜひ追加接種をされるとよいかと思い
ます。
　山内　破傷風はどうでしょうか。

　水野　破傷風に関しても、小児期に
打たれた方が多いと思いますが、注意
しなければいけないのは、日本では
1968年前後から破傷風の接種が始まっ
ていますので、それよりも前に生まれ
た方は破傷風を打っていない可能性が
あります。高齢者の方々に関しては追
加接種だけではなくて、規定の回数を
打たれたほうが安心かと思います。
　山内　この場合は抗体検査をしない
で、そのまま打つことが多いのでしょ
うか。
　水野　渡航者の場合には、特に抗体
検査をしなくても、出生した年代で回
数を決めています。
　山内　次に狂犬病ですが、これはい
かがですか。
　水野　狂犬病は日本にはない病気で

図３　抗体陰性者における追加接種後の抗体獲得率（％）
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