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予防接種の有効期間

東京医科大学病院渡航者医療センター准教授

水

野

（聞き手

泰

孝

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＞

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

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

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

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

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

ぼ６割に抗体が維持できていたという
結果が出ました。

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

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

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。

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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図１

追加接種前の抗体保有状況（％）

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。

加接種をすることが必要になってくる
と思います。

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

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

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

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。

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。

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

山内 ほぼ一生涯と考えてもよいよ
うな状況ですか。

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

か。
水野

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

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

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。

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

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。

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。

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
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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、
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追加接種後の抗体獲得状況（％）
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図３

抗体陰性者における追加接種後の抗体獲得率（％）

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

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。

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

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。

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

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

的な抗体の維持は期待できるかと思い
ます。

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

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

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

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

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

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

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

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。

歳あたりでの追加接種が広まっている
あります。高齢者の方々に関しては追
ような印象もあります。このあたりは
加接種だけではなくて、規定の回数を
いかがでしょう。
打たれたほうが安心かと思います。
水野 小児期の定期接種に関しては、
山内 この場合は抗体検査をしない

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

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

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。

いましたが、最近ではその有効期間が

た。
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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
ドクターサロン62巻９月号（8 . 2018）
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抗体陰性者における追加接種後の抗体獲得率（％）
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