
カ月ぐらいで検出限界以下になってし
まう人もいます。ケース・バイ・ケー
スです。一生持っているということは
基本的にはないと思います。
　池田　どうして自然に消えてしまう
のでしょうか。
　荒川　すべての人が皆さん、それぞ
れのおなかに腸球菌というものを持っ
ていまして、その人のおなかに一番適
したものがそこにいるのです。VREは
よそものですから、それが入ってくる
と、初めはお互いに縄張り争いをしま
すが、抗菌薬を使わないときは先住の
菌が強いので、先住の菌によってVRE
はやがて追放され消えていくのです。
ただ、抗生物質、抗菌薬を使っている
と、先住の菌が弱ってしまうので、VRE
がはびこることになります。
　池田　安易に抗生物質を使わないと
いうことですね。
　荒川　そうですね。
　池田　VREの保菌者が退院されて家
に戻られたとき何か注意点はあるので
しょうか。
　荒川　この場合、家にいる方が皆さ
ん健康で普通の生活をしているのであ
れば、VREを持った人が家に戻られて
も、特に日常生活上、これをしてはい

けないとか、あれに気をつけなければ
いけないということはないです。
　池田　普通にされていればいいので
すね。
　荒川　普通に日常生活をしていただ
いて、お風呂の順番とかも特に問題な
いですし、洗濯物も別に洗わなければ
いけないとか、そういうことも全くあ
りません。
　池田　過剰に心配する必要はないで
すね。
　荒川　持っていない人と持っている
人を区別する必要はないです。
　池田　逆に何か、例えば免疫的に落
ちているような方とか、そういう方は
気をつける必要があるのですね。
　荒川　例えば、おじいさんがVRE保
菌者だということがわかっていて、家
におばあさんがいる方は、近々何か手
術を受ける予定があるとか、そういう
いう場合はおばあさんにVREが広がら
ないように、少し気をつけていただく
必要がありますが、基本的には健康な
人ばかりの家庭であれば、特別これは
いけないとか、危ないとかいうことは
全く何もないです。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター長
考　藤　達　哉

（聞き手　山内俊一）

　結婚相手の男性がB型肝炎キャリアで、女性がB型肝炎ワクチンを３回打って
も抗体がつかない場合、どういった対策があるかご教示ください。
 ＜新潟県開業医＞

B型肝炎ワクチン

　山内　抗体がつきにくいケースとい
うのはあると思われますが、肝炎ウイ
ルスの場合、抗体がつきにくい例とし
て、何かわかっている理由はあるので
しょうか。
　考藤　B型肝炎ワクチンで抗体がつ
かない理由は幾つかいわれているので
すが、まず成人の方にB型肝炎ワクチ
ンを打った場合の、その後の抗体がで
きる・できない、つく・つかないとい
う話に限ってお話ししますと、男性の
ほうが女性よりもつきにくいという結
果は出ています。
　山内　性差があるのですね。
　考藤　そうですね。それ以外には、
肥満の方、BMIでいうと25を超えるよ
うな、かなり肥満の強い方は抗体がつ
きにくいといわれています。あとは体
の免疫状態が健康な方に比べて少し低

下しているような方、例えば肝臓の病
気で重症の方とか、あるいは免疫不全
ウイルスというものがありますけれど
も、それに感染しているような方とか、
こういう方はB型肝炎ワクチンの抗体
がつきにくいことがわかってきていま
す。
　山内　免疫機能が低下しているとい
う場合は理由としてよくわかりますが、
性差になるとよくわからないですね。
　考藤　これはちょっと理由がよくわ
かっていないですね。
　山内　一般的にはどのぐらいのパー
センテージで陽性になるのでしょうか。
　考藤　現在、日本で使えるB型肝炎
ワクチンは２種類あると思うのですが、
いずれも成人にワクチンを同じスケジ
ュールで打った場合、だいたい90％以
上の方はB型肝炎の抗体、HBs抗体が
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　考藤　医療従事者の話などを聞きま
すと、せっかく１回ワクチンを打った
のに、次調べてみると効果が消えてい
た、抗体が消えていたという方がいら
っしゃいます。最初、抗体価が高くな
っても、長期間見ていると、だんだん
抗体価が下がってくる方が多いようで
す。
　山内　ただ、肝炎に関していえば、
抗体が消えても、実際に感染を起こす
のは非常に少なくなって、けっこう有
効なのだという話も聞きますが。
　考藤　実は海外のデータでもあるの
ですけれども、いわゆる定期接種とい
うかたちで、幼少のときにB型のワク
チンを打った方が、１回抗体がついて、
その後、消えていても、急性肝炎はな
かなか発症しないということで、約
20～30年ぐらいはそのワクチンの感染
防御効果は持続しているというデータ
があります。
　おそらく抗体を維持することも非常
に重要なのですけれども、ワクチンを
接種することによって、何かウイルス
に対する、ちょっと難しい言葉で言い
ますと、細胞性免疫という、いわゆる
免疫系がうまく作動するようなかたち
でB型の感染を防止しているような機
序が、打った方には生まれていると考
えられています。
　山内　接種した後の抗体価には大き
な幅があると思うのですが、やはり高
い値のほうがより安全性が高くなると

いえるのでしょうか。このあたりの目
安はどのぐらいのものなのでしょうか。
　考藤　現在、日本で測定している系
では、㎜IU/mLという単位がつくので
すけれども、HBs抗体としてこの値が
10㎜IU/mL以上の方は抗体価が上がっ
た、つまり陽性になったと考えていま
す。
　それ以外にも、非常によく反応され
る方は、HBsの抗体価が100㎜IU/mL
あるいは1,000㎜IU/mLを超えるよう
な方までいらっしゃいますので、最初
にそのように非常に強く反応して高い
抗体価が得られた方というのは、その
後の経過を見てもなかなか消えないの
です。ですので、ワクチンによって非
常に高い抗体価を誘導できる方は、そ
の後もずっと防御効果も極めて高いレ
ベルにあると考えていいのではないか
と思っています。
　山内　さて、この質問の核心ですが、
抗体がつかないのですけれども、どう
したらいいかということです。
　考藤　非常に難しい質問で、こうす

表　成人でのHBワクチン接種推奨者

◦ 家族・集団生活など近隣にHBV感染者
がいる

◦医療関係者
◦消防士・警察官
◦血液透析患者、臓器移植患者 等
◦性感染機会の多い者、注射薬物使用者
◦流行地域への長期旅行者

陽性になるといわれています。
　山内　B型肝炎はワクチンとしては
比較的珍しく、３回打ちになっていま
すね。ほかのに比べても、つきにくい
のでしょうか。
　考藤　非常に反応のよい方はおそら
く１回あるいは２回でもついていると
思うのですが、ただ、従来３回打ちと
いうかたちで、決められたスケジュー
ルで打ったときの結果で今いろいろな
ことが進んでいますので、これは３回
必ず打ってくださいというかたちで考
えられていると思います。
　山内　よくウイルス関係ですと変異
株が出てきているのではないかという

話が出ますが、これはいかがでしょう。
　考藤　ご指摘のとおりで、研究的な
ところに話がいくのですけれども、ワ
クチンエスケープ株、そういったウイ
ルスのタイプ、これはワクチンの抗原
に変異が入っているウイルスが検出さ
れるケースがあります。ただ、これが
どんどん自然界で増えているかという
と、そういうことはないので、現時点
ではあまりワクチンの効果等には影響
しないと考えられています。
　山内　ただ、この手の抗体で永久に
持続というのはほとんどないので、こ
の肝炎ワクチンの効果もやがて消えて
いくのでしょうね。

図　標準的B型肝炎ワクチン接種スケジュール
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　考藤　医療従事者の話などを聞きま
すと、せっかく１回ワクチンを打った
のに、次調べてみると効果が消えてい
た、抗体が消えていたという方がいら
っしゃいます。最初、抗体価が高くな
っても、長期間見ていると、だんだん
抗体価が下がってくる方が多いようで
す。
　山内　ただ、肝炎に関していえば、
抗体が消えても、実際に感染を起こす
のは非常に少なくなって、けっこう有
効なのだという話も聞きますが。
　考藤　実は海外のデータでもあるの
ですけれども、いわゆる定期接種とい
うかたちで、幼少のときにB型のワク
チンを打った方が、１回抗体がついて、
その後、消えていても、急性肝炎はな
かなか発症しないということで、約
20～30年ぐらいはそのワクチンの感染
防御効果は持続しているというデータ
があります。
　おそらく抗体を維持することも非常
に重要なのですけれども、ワクチンを
接種することによって、何かウイルス
に対する、ちょっと難しい言葉で言い
ますと、細胞性免疫という、いわゆる
免疫系がうまく作動するようなかたち
でB型の感染を防止しているような機
序が、打った方には生まれていると考
えられています。
　山内　接種した後の抗体価には大き
な幅があると思うのですが、やはり高
い値のほうがより安全性が高くなると

いえるのでしょうか。このあたりの目
安はどのぐらいのものなのでしょうか。
　考藤　現在、日本で測定している系
では、㎜IU/mLという単位がつくので
すけれども、HBs抗体としてこの値が
10㎜IU/mL以上の方は抗体価が上がっ
た、つまり陽性になったと考えていま
す。
　それ以外にも、非常によく反応され
る方は、HBsの抗体価が100㎜IU/mL
あるいは1,000㎜IU/mLを超えるよう
な方までいらっしゃいますので、最初
にそのように非常に強く反応して高い
抗体価が得られた方というのは、その
後の経過を見てもなかなか消えないの
です。ですので、ワクチンによって非
常に高い抗体価を誘導できる方は、そ
の後もずっと防御効果も極めて高いレ
ベルにあると考えていいのではないか
と思っています。
　山内　さて、この質問の核心ですが、
抗体がつかないのですけれども、どう
したらいいかということです。
　考藤　非常に難しい質問で、こうす

表　成人でのHBワクチン接種推奨者

◦ 家族・集団生活など近隣にHBV感染者
がいる

◦医療関係者
◦消防士・警察官
◦血液透析患者、臓器移植患者 等
◦性感染機会の多い者、注射薬物使用者
◦流行地域への長期旅行者

陽性になるといわれています。
　山内　B型肝炎はワクチンとしては
比較的珍しく、３回打ちになっていま
すね。ほかのに比べても、つきにくい
のでしょうか。
　考藤　非常に反応のよい方はおそら
く１回あるいは２回でもついていると
思うのですが、ただ、従来３回打ちと
いうかたちで、決められたスケジュー
ルで打ったときの結果で今いろいろな
ことが進んでいますので、これは３回
必ず打ってくださいというかたちで考
えられていると思います。
　山内　よくウイルス関係ですと変異
株が出てきているのではないかという

話が出ますが、これはいかがでしょう。
　考藤　ご指摘のとおりで、研究的な
ところに話がいくのですけれども、ワ
クチンエスケープ株、そういったウイ
ルスのタイプ、これはワクチンの抗原
に変異が入っているウイルスが検出さ
れるケースがあります。ただ、これが
どんどん自然界で増えているかという
と、そういうことはないので、現時点
ではあまりワクチンの効果等には影響
しないと考えられています。
　山内　ただ、この手の抗体で永久に
持続というのはほとんどないので、こ
の肝炎ワクチンの効果もやがて消えて
いくのでしょうね。

図　標準的B型肝炎ワクチン接種スケジュール

ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020） （195）  3534 （194） ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020）

2003本文.indd   35 2020/02/14   14:54



法ではないかと思います。
　山内　それでもつかないとなります
と、実際に感染を起こしたときにすぐ
にγ-グロブリンを打ったほうがいい
という感じでしょうか。
　考藤　そうですね。ただ、今、感染
防御、いわゆる予防ですね。例えば、
この質問の例でしたら、パートナーが
B型肝炎のキャリアであるということ
ですから、性交渉のときにコンドーム
を使われるとか、そのような防止策と
いうのは講じてしかるべきだと思いま
すし、血液の扱いに注意していただく
ということが感染防止には極めて重要
なことだと思います。
　山内　今、日本のB型肝炎ワクチン
に関してはどういった接種状況になっ
ているのでしょうか。
　考藤　2016年10月から日本でもユニ
バーサルワクチンといいまして、生ま
れてくる子どもたち全員にB型肝炎ワ
クチンを打ちましょうという定期接種
化が始まりました。ですので、今生ま

れてこられている赤ちゃんには、B型
肝炎のお母さんから生まれたかどうか
に関係なく全員にB型肝炎ワクチンを
予防接種として打つようになっていま
す。
　ただ、2016年10月以前に生まれた若
い世代の方々は、お母さんがB型肝炎
の方でなかったらB型肝炎ワクチンを
打っていないので、B型の抗体を持っ
ている可能性は極めて低いです。です
から、そういった若い世代は特にB型
の、今回の質問のようなケースとか、
感染の方と接する可能性がある場合に
は積極的に、任意接種といいますけれ
ども、B型肝炎ワクチンを打つことが
推奨されていると思います。
　山内　事実上、最近は性感染症化し
ているのですから、思春期あたりの方
から打っていってもいいのではないか
という状況になっていると考えてよい
のでしょうね。
　考藤　そのとおりだと思います。
　山内　ありがとうございました。

ればいいという王道があるわけではな
いのですが、ただ、今、再接種という
かたちで行われているのは、おそらく
成人の場合ですと医療従事者ではない
のかなと思うのです。
　例えば、最初にHBs抗体を測ってマ
イナスだった方に、感染を防御するた
めに、医療従事者でワクチンを打つこ
とが各病院で行われていることが多い
と思うのですけれども、翌年に例えば
もう一度HBs抗体を調べたときに、せ
っかく打ったのについていない。先ほ
どで言うと10㎜IU/mLまでいってい
ない方ですね。こういう方にはもう一
度打つことが多いのです。つまり、最
初の３本、これを１シリーズといいま
すと、翌年、２シリーズ目としてまた
３本打つ。これが多く行われていると
思います。これによって抗体価がつく
方がだいたい３～５割というデータが
出ていますので、なにがしかの効果は
期待できると思います。
　山内　もう１クールやってみたらど
うですかという感じなわけですね。
　考藤　はい。
　山内　それをいくら増やしていって
も、仕方がないというところはあるの
でしょうか。
　考藤　そうですね。これもデータが
あるわけではないので難しいのですが、
これまでいろいろなことが試みられて
いまして、最初の１クール目の３本を
打った後、１カ月目、２カ月目ぐらい

にHBs抗体を調べるのですが、そこで
ついていなかったら、すぐに４回目を
打つという試みをされているところも
あります。それによって、約50％ぐら
いはつくのではないかというデータを
出しているところもありますので、そ
ういうやり方も可能かと思います。
　山内　あと、ビームゲンとヘプタバ
ックス、２種類ありますけれども、最
初に打ったものと別のものを打つとい
う、これはいかがでしょう。
　考藤　これも、研究的な話になるの
ですけれども、そういう試みをされて
いるところがあります。うちの施設で
も実際に、初回にビームゲン、あるい
は初回にヘプタバックスを打ってつか
なかった方に、２回目、同じビームゲ
ンあるいはヘプタバックス、あるいは
違う組み合わせ、初回ビームゲンの方
は２回目ヘプタバックス、このような
かたちで打ち方を変えたときに、抗体
の値がどれぐらい上がるかということ
を調べてみたのですが、私どものデー
タでは種類を変えるほうが抗体を獲得
した方の割合は若干多かったです。で
すから、それも一つ試みられてもいい
かもしれないと思っています。
　山内　そうしますと、現状ですと、
次に第２クールとして、同じく３回打
つときに、別のほうを選んでやってみ
るというのが、経験的にみて、ベスト
の方法だということですね。
　考藤　それも一つ試みられていい方
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法ではないかと思います。
　山内　それでもつかないとなります
と、実際に感染を起こしたときにすぐ
にγ-グロブリンを打ったほうがいい
という感じでしょうか。
　考藤　そうですね。ただ、今、感染
防御、いわゆる予防ですね。例えば、
この質問の例でしたら、パートナーが
B型肝炎のキャリアであるということ
ですから、性交渉のときにコンドーム
を使われるとか、そのような防止策と
いうのは講じてしかるべきだと思いま
すし、血液の扱いに注意していただく
ということが感染防止には極めて重要
なことだと思います。
　山内　今、日本のB型肝炎ワクチン
に関してはどういった接種状況になっ
ているのでしょうか。
　考藤　2016年10月から日本でもユニ
バーサルワクチンといいまして、生ま
れてくる子どもたち全員にB型肝炎ワ
クチンを打ちましょうという定期接種
化が始まりました。ですので、今生ま

れてこられている赤ちゃんには、B型
肝炎のお母さんから生まれたかどうか
に関係なく全員にB型肝炎ワクチンを
予防接種として打つようになっていま
す。
　ただ、2016年10月以前に生まれた若
い世代の方々は、お母さんがB型肝炎
の方でなかったらB型肝炎ワクチンを
打っていないので、B型の抗体を持っ
ている可能性は極めて低いです。です
から、そういった若い世代は特にB型
の、今回の質問のようなケースとか、
感染の方と接する可能性がある場合に
は積極的に、任意接種といいますけれ
ども、B型肝炎ワクチンを打つことが
推奨されていると思います。
　山内　事実上、最近は性感染症化し
ているのですから、思春期あたりの方
から打っていってもいいのではないか
という状況になっていると考えてよい
のでしょうね。
　考藤　そのとおりだと思います。
　山内　ありがとうございました。

ればいいという王道があるわけではな
いのですが、ただ、今、再接種という
かたちで行われているのは、おそらく
成人の場合ですと医療従事者ではない
のかなと思うのです。
　例えば、最初にHBs抗体を測ってマ
イナスだった方に、感染を防御するた
めに、医療従事者でワクチンを打つこ
とが各病院で行われていることが多い
と思うのですけれども、翌年に例えば
もう一度HBs抗体を調べたときに、せ
っかく打ったのについていない。先ほ
どで言うと10㎜IU/mLまでいってい
ない方ですね。こういう方にはもう一
度打つことが多いのです。つまり、最
初の３本、これを１シリーズといいま
すと、翌年、２シリーズ目としてまた
３本打つ。これが多く行われていると
思います。これによって抗体価がつく
方がだいたい３～５割というデータが
出ていますので、なにがしかの効果は
期待できると思います。
　山内　もう１クールやってみたらど
うですかという感じなわけですね。
　考藤　はい。
　山内　それをいくら増やしていって
も、仕方がないというところはあるの
でしょうか。
　考藤　そうですね。これもデータが
あるわけではないので難しいのですが、
これまでいろいろなことが試みられて
いまして、最初の１クール目の３本を
打った後、１カ月目、２カ月目ぐらい

にHBs抗体を調べるのですが、そこで
ついていなかったら、すぐに４回目を
打つという試みをされているところも
あります。それによって、約50％ぐら
いはつくのではないかというデータを
出しているところもありますので、そ
ういうやり方も可能かと思います。
　山内　あと、ビームゲンとヘプタバ
ックス、２種類ありますけれども、最
初に打ったものと別のものを打つとい
う、これはいかがでしょう。
　考藤　これも、研究的な話になるの
ですけれども、そういう試みをされて
いるところがあります。うちの施設で
も実際に、初回にビームゲン、あるい
は初回にヘプタバックスを打ってつか
なかった方に、２回目、同じビームゲ
ンあるいはヘプタバックス、あるいは
違う組み合わせ、初回ビームゲンの方
は２回目ヘプタバックス、このような
かたちで打ち方を変えたときに、抗体
の値がどれぐらい上がるかということ
を調べてみたのですが、私どものデー
タでは種類を変えるほうが抗体を獲得
した方の割合は若干多かったです。で
すから、それも一つ試みられてもいい
かもしれないと思っています。
　山内　そうしますと、現状ですと、
次に第２クールとして、同じく３回打
つときに、別のほうを選んでやってみ
るというのが、経験的にみて、ベスト
の方法だということですね。
　考藤　それも一つ試みられていい方
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