
国立病院機構東京病院感染症科部長
永　井　英　明

（聞き手　山内俊一）

　肺炎球菌ワクチンについてご教示ください。
　ニューモバックスの２回目の接種については５年経過をもって行うことで一
応のコンセンサスがあると思いますが、呼吸器学会、感染症学会からはプレベ
ナーを先行投与した場合、ニューモバックスは６カ月経過をもって可とすると
なっています。逆に、ニューモバックスを先行した場合、プレベナーは１年以
上経過して接種可能とのこと。これが決定された経緯、有効性についてご教示
ください。
 ＜三重県開業医＞

肺炎球菌ワクチン

　山内　肺炎球菌ワクチンについてご
教示くださいということで、この２種
類の違いについての質問なのですが、
私、プレベナー13（沈降13価肺炎球菌
結合型ワクチン：PCV13）はあまり知
らなかったのが正直なところです。今
回はそのあたりからお話し願えますか。
　永井　肺炎の中では肺炎球菌性肺炎
が最も多くて、重症例が多いです。こ
れに対してのワクチン、ニューモバッ
クスNP（23価肺炎球菌ポリサッカラ
イドワクチン：PPSV23）が日本に最
初に導入されたワクチンです。肺炎球
菌には血清型が97種類ぐらいあるので

すが、全部顔つきが違うので、そのう
ちの代表的な23種の血清型の菌の莢膜
のポリサッカライドを集めて、生成し
たものがPPSV23です。ただ、ポリサ
ッカライドだけですので、免疫原性は
それほど強くなくて、T細胞非依存性
なので、記憶が残らないのです。した
がって、接種後５年ぐらいで抗体価・
オプソニン活性が低下してくるので、
５年たったら再接種が勧められていま
す。
　もう一つのPCV13は、含んでいる血
清型は少ないのですが、ポリサッカラ
イドに蛋白を結合させて、免疫原性を
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大人まで有効だった。これを間接効果
と言っています。これによりワクチン
でカバーする肺炎球菌感染症が大人で
減ってきています。
　アメリカは、PCV13とPPSV23の連
続接種を推奨していたのですが、肺炎
球菌感染症の様相が変わりワクチンの
カバー率が低くなったことと、それに
よる医療経済性が低下したことなどか
ら、PCV13とPPSV23の連続接種につ
いて、今は推奨していません。13価ワ
クチンを使ってはいけないとはなって
いませんが、連続接種は推奨しなくな
りました。
　山内　ちなみに、日本はPPSV23へ
は公費助成がありますが、何らかの理
由でPCV13を先行して接種した場合、
２回目に関しての公費助成はあるので
しょうか。
　永井　PCV13を先行して、２回目に
PPSV23を打つ場合は、PPSV23が１回
目であれば定期接種ですので公費助成
の対象です。
　山内　助成が出るということですね。
　永井　助成が出ます。
　山内　最初のところで出てきました
が、子どもにPCV13を打つのは日本で
も多いのでしょうか。
　永井　相当な確率というか、13価に
ついてはほとんど打っていると思いま
す。
　山内　そうしますと、それを打つと、
アメリカで大人も減ったということは。

　永井　日本も減っています。日本も
大人は13価ワクチンに含まれる肺炎球
菌感染症は減っています。
　山内　子どもが大人にうつしていた
と単純に考えてよいのでしょうか。
　永井　子どもが鼻腔などにリザーバ
ー的に肺炎球菌を持っていることがわ
かっており、子どもから大人に感染し
ていた部分があると考えられています。
子どもの肺炎球菌が減れば大人の感染
症も減ることは理解できます。
　山内　では質問にある、PPSV23は
６カ月後打つ、PCV13は１年以上経過
して打つ、こういった打つ期間に少し
差がある理由や、決定の経緯について
教えてください。
　永井　PCV13を打って、PPSV23を
打つ。連続接種をする理由は、PCV13
の記憶が残っているところにPPSV23
を打つことにより、13価の血清型につ
いてはブースター効果により抗体価が
増加する。また、13価に含まれない23
価のほかの血清型に対する抗体も得ら
れることから、連続接種が推奨されま
した。
　そのときに、どのくらい間を空けた
らよいかのトライアルがたくさん行わ
れました。間の期間を決める基準は、
一つは安全性で、副反応の頻度が高く
ならないかです。もう一つは良好な免
疫原性が得られるか、抗体価が上がる
かです。この基準により、間の期間が
決められました。その逆も同様で、23

高めており、さらに免疫の記憶も残る
T細胞依存性です。ですから、免疫を
高める力は２つを比べると、PCV13の
ほうがちょっと強いだろうと考えられ
ています。
　山内　ただ、私どもにとってポピュ
ラーなものはPPSV23になってしまう。
原因の一つは、公費助成ですね。これ
がかなり大きいということがあるので
すが、PCV13は今のところ任意という
ことでよいのですね。
　永井　おっしゃるとおりです。
　山内　理由は何かあるのでしょうか。
　永井　PPSV23は1988年に承認され
た、前からあるワクチンで、日本人の
データがたくさんそろっています。そ
の有効性と医療経済的効果もわかって
います。そのため、2014年10月に定期
接種になりました。ところが、PCV13
のほうは日本で成人に打ってよいこと
になったのが2014年６月なのです。そ
のため、承認されてから日が浅く、定
期接種に必要なデータがそろいません
でした。その後もいろいろデータを集
めていますが、まだ十分ではないとい
うことで、定期接種の組み入れにはな
っていないのです。
　山内　基本的には公費を投入するの
ですから、そこはきちんとしておかな
ければならないということですね。
　永井　そうですね。
　山内　ただし、臨床の現場ではPCV 
13が先行して投与されることはありう

るのですね。
　永井　あり得ます。それはアメリカ
がPCV13を接種して、その後、PPSV 
23を接種しましょうと推奨しているか
らです。ただ、ほかの先進国はそれに
は従っていません。PPSV23が医療経
済的にも有効性でも優れているので、
国が推奨する定期接種ワクチンとして
はよいと考えられ、そのままなのです。
　日本でも、PCV13とPPSV23連続接
種の推奨をアメリカが出したときに、
学会でも検討しました。でも、連続接
種による臨床的有効性のデータがない
こと、日本人の連続接種における安全
性も十分でないことから、学会として
連続接種を推奨するとはならなかった
ですね。
　山内　アメリカではそのあたりは日
本と事情が違うようですが、その後、
どういった展開になっているのでしょ
うか。
　永井　アメリカは先行してそういう
かたちを推奨したのですが、だんだん
と肺炎球菌の感染症の中身が変わって
いきました。PCV13は先行して小児の
定期接種にはなっていてPCV13を接種
したところ、小児の肺炎球菌感染症は
激減しました。その結果、大人には接
種していないのだけれども、大人の13
価の肺炎球菌感染症ががぐっと減って
きているのです。つまり、子どもから
大人にうつっている部分を、子どもに
ワクチンを打って抑えることによって
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大人まで有効だった。これを間接効果
と言っています。これによりワクチン
でカバーする肺炎球菌感染症が大人で
減ってきています。
　アメリカは、PCV13とPPSV23の連
続接種を推奨していたのですが、肺炎
球菌感染症の様相が変わりワクチンの
カバー率が低くなったことと、それに
よる医療経済性が低下したことなどか
ら、PCV13とPPSV23の連続接種につ
いて、今は推奨していません。13価ワ
クチンを使ってはいけないとはなって
いませんが、連続接種は推奨しなくな
りました。
　山内　ちなみに、日本はPPSV23へ
は公費助成がありますが、何らかの理
由でPCV13を先行して接種した場合、
２回目に関しての公費助成はあるので
しょうか。
　永井　PCV13を先行して、２回目に
PPSV23を打つ場合は、PPSV23が１回
目であれば定期接種ですので公費助成
の対象です。
　山内　助成が出るということですね。
　永井　助成が出ます。
　山内　最初のところで出てきました
が、子どもにPCV13を打つのは日本で
も多いのでしょうか。
　永井　相当な確率というか、13価に
ついてはほとんど打っていると思いま
す。
　山内　そうしますと、それを打つと、
アメリカで大人も減ったということは。

　永井　日本も減っています。日本も
大人は13価ワクチンに含まれる肺炎球
菌感染症は減っています。
　山内　子どもが大人にうつしていた
と単純に考えてよいのでしょうか。
　永井　子どもが鼻腔などにリザーバ
ー的に肺炎球菌を持っていることがわ
かっており、子どもから大人に感染し
ていた部分があると考えられています。
子どもの肺炎球菌が減れば大人の感染
症も減ることは理解できます。
　山内　では質問にある、PPSV23は
６カ月後打つ、PCV13は１年以上経過
して打つ、こういった打つ期間に少し
差がある理由や、決定の経緯について
教えてください。
　永井　PCV13を打って、PPSV23を
打つ。連続接種をする理由は、PCV13
の記憶が残っているところにPPSV23
を打つことにより、13価の血清型につ
いてはブースター効果により抗体価が
増加する。また、13価に含まれない23
価のほかの血清型に対する抗体も得ら
れることから、連続接種が推奨されま
した。
　そのときに、どのくらい間を空けた
らよいかのトライアルがたくさん行わ
れました。間の期間を決める基準は、
一つは安全性で、副反応の頻度が高く
ならないかです。もう一つは良好な免
疫原性が得られるか、抗体価が上がる
かです。この基準により、間の期間が
決められました。その逆も同様で、23

高めており、さらに免疫の記憶も残る
T細胞依存性です。ですから、免疫を
高める力は２つを比べると、PCV13の
ほうがちょっと強いだろうと考えられ
ています。
　山内　ただ、私どもにとってポピュ
ラーなものはPPSV23になってしまう。
原因の一つは、公費助成ですね。これ
がかなり大きいということがあるので
すが、PCV13は今のところ任意という
ことでよいのですね。
　永井　おっしゃるとおりです。
　山内　理由は何かあるのでしょうか。
　永井　PPSV23は1988年に承認され
た、前からあるワクチンで、日本人の
データがたくさんそろっています。そ
の有効性と医療経済的効果もわかって
います。そのため、2014年10月に定期
接種になりました。ところが、PCV13
のほうは日本で成人に打ってよいこと
になったのが2014年６月なのです。そ
のため、承認されてから日が浅く、定
期接種に必要なデータがそろいません
でした。その後もいろいろデータを集
めていますが、まだ十分ではないとい
うことで、定期接種の組み入れにはな
っていないのです。
　山内　基本的には公費を投入するの
ですから、そこはきちんとしておかな
ければならないということですね。
　永井　そうですね。
　山内　ただし、臨床の現場ではPCV 
13が先行して投与されることはありう

るのですね。
　永井　あり得ます。それはアメリカ
がPCV13を接種して、その後、PPSV 
23を接種しましょうと推奨しているか
らです。ただ、ほかの先進国はそれに
は従っていません。PPSV23が医療経
済的にも有効性でも優れているので、
国が推奨する定期接種ワクチンとして
はよいと考えられ、そのままなのです。
　日本でも、PCV13とPPSV23連続接
種の推奨をアメリカが出したときに、
学会でも検討しました。でも、連続接
種による臨床的有効性のデータがない
こと、日本人の連続接種における安全
性も十分でないことから、学会として
連続接種を推奨するとはならなかった
ですね。
　山内　アメリカではそのあたりは日
本と事情が違うようですが、その後、
どういった展開になっているのでしょ
うか。
　永井　アメリカは先行してそういう
かたちを推奨したのですが、だんだん
と肺炎球菌の感染症の中身が変わって
いきました。PCV13は先行して小児の
定期接種にはなっていてPCV13を接種
したところ、小児の肺炎球菌感染症は
激減しました。その結果、大人には接
種していないのだけれども、大人の13
価の肺炎球菌感染症ががぐっと減って
きているのです。つまり、子どもから
大人にうつっている部分を、子どもに
ワクチンを打って抑えることによって
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価を打った後に13価を打つ期間も同様
に決められました。ただ、23価の後、
13価を打ったならば、その後に23価を
打つことが推奨されています。いわゆ
るブースター効果を期待するのです。
安全性と免疫原性をみたところ、この
期間が一番よかったことから、ご指摘
のような期間が推奨されているのです。
　山内　あとはコストですか。これは
けっこう値段が高いですね。
　永井　高いですね。
　山内　さて、65歳からということで、
私もこの対象になってしまうのですが、

ちょっと肺炎はまだ、70歳からでもい
いような気もするのですが、このあた
りはいかがでしょう。
　永井　今の65歳以上の方は皆さんお
元気ですから、そうおっしゃる方が多
いのですが、肺炎で亡くなる人の数を
年齢別グラフで見ますと、65歳から一
気に増えているのです。65歳からの死
亡者が多いものですから、お元気でし
ょうが、とりあえず打ったほうがいい
と考えています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

国立精神・神経医療研究センター病院脳神経内科医長
岡　本　智　子

（聞き手　山内俊一）

　71歳の女性患者さんです。2019年５月頃に大腸癌の術後（69歳時、腹腔鏡
にて手術）、イレウスで入院されました。その退院後より、次第に歩行が困難
となり、パーキンソン症候群の疑いのあと、岡山大学神経内科にて「多系統萎
縮症 線条体黒質変性症」と診断されました。この患者さんは、トイレに行くこ
とや家内歩行ができていますが、これからの経過と対応、疾病についてご教示
ください。
 ＜岡山県開業医＞

線条体黒質変性症

　山内　岡本先生、多系統萎縮症 線
条体黒質変性症とはどういった病気で
しょうかという質問です。まずこの病
名ですが、症が２つくっついている。
これもなかなか特徴的な名称です。こ
のあたりも何かいわれがあるのでしょ
うか。
　岡本　多系統萎縮症（Multiple sys-
tem atrophy：MSA）というのは、脊
髄小脳変性症の一つといわれています。
また、パーキンソン症候群の一つでも
あります。大きく分けて３つの病型に
分類されます。その一つがこちらに書
かれている線条体黒質変性症です。も
う一つがオリーブ橋小脳萎縮症、そし

てもう一つがシャイ・ドレーガー症候
群です。多系統萎縮症の中には大きく
この３病型があります。
　現在のMSAの診断基準では、MSAは
自律神経症状が伴うことが基盤になっ
ているため、小脳性運動失調が優位と
なる病型をMSA-C（MSA with pre-
dominant cerebellar ataxia）、パーキン
ソン症状から発症するものをMSA-P
（MSA with predominant parkinsonian 
features）に分類されます。
　多系統萎縮症というのは、その３病
型がいずれも進行していくと、病理的
にも同様の状態になりますし、最初の
初期症状は３つのいずれかが優位でも、
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