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8 −HB ワクチン−
私の歩んだ研究の道とそこからの教訓

わが国における B 型肝炎母子感染防止の経緯と
universal vaccination の必要性について
白

木

はじめに
Blumberg によるオーストラリア抗原（現在の
HBs 抗原；B 型肝炎ウイルス表面抗原）の発見か
ら 40 年が経過し，この間に B 型肝炎ウイルス
（HBV）感染疫学の全容がほぼ明らかにされ，感
染予防が進んでいるが，まだいくつかの課題が残
されている．

和

夫＊

本稿ではわが国の B 型肝炎母子感染防止事業の
経緯を概説するとともに，近年のわが国における
HBV 感染疫学の変化に対応するために universal
vaccination 導入の必要性を論じることとする．
Ⅰ．HBV キャリアからその出生児への母子感染解
明の経緯
1965 年 Blumberg によりオーストラリア原住民

HBV の自然の主要感染経路は母子感染と性感染

の血清中にオーストラリア抗原（HBs 抗原）が発

とであるが，近代，人類に HBV の感染が蔓延し

見され，まもなくこれが輸血後肝炎と密接な関係

た背景には，鍼などの民間療法を含む広い意味で

があることが Prince，大河内らにより明らかにさ

の医原性感染がある．半世紀前までは，健康にみ

れた．これを契機として HBV 感染の疫学が急速

える人の血液が病原体をもち感染源となることは

に解明され，それまで予想されていなかった HBV

考えられなかったためである．HBs 抗原発見後こ

の無症候性キャリアが存在することが知られ，肝

れを指標としての輸血血液，血液製剤のスクリー

硬変，肝癌のかなり多くの症例が HBV によるこ

ニング，医療器具の消毒の徹底などが行われた結

とが証明された．

果，この経路の感染は急減し，残されたのは自然
感染経路となった．

1971 年，Ohbayashi ら1,2）は肝硬変，肝癌家系の
調査により，HBV によるこれら慢性肝障害患者

WHO が 1992 年，HBV 感染制圧のため B 型肝

と HBs 抗原キャリアの家族集積の存在を明らかに

炎ワクチン（HB ワクチン）の universal vaccination

した．しかも HBs 抗原陽性者が母方に多いことを

を全世界の国々が 1997 年までに実施するよう勧告

発見し，垂直伝播の存在が推測された．Schweitzer

してから，世界の多くの国々で HB ワクチンの uni-

ら3）は妊婦が妊娠後期〜産褥期にかけて急性 B 型

versal vaccination が実施されている．わが国では

肝炎を発症すると出生児が高率に HBs 抗原陽性に

世界に先駆けて HBV キャリア妊婦から出生した

なることを報告したが，妊婦が無症候性 HBV キャ

high risk 児に対する母子感染防止が行われ HBV

リアである場合の児への母子感染に関しては，外

キャリアが激減したが，universal vaccination は行

国からは否定的な報告が多かった．

われていない．

われわれは東京大学医学部産婦人科 川名尚，輸
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血部 吉原なみ子らと共同研究を行い，産科を受診

生児に一過性感染が起こり，急性肝炎，劇症肝炎

した妊婦の検査で HBs 抗原陽性妊婦を抽出し，そ

発症の危険があることを報告した12）．後にわれわ

の児を出生直後から東京大学医学部小児科で定期

れが行った小児劇症肝炎の全国調査では，小児の

的に追跡検査して HBs 抗原の出現を証明しようと

劇症 B 型肝炎は乳児期前半に多く，輸血例を除く

する前方視的調査を開始した．当時はまだ，HBe

ほとんどすべての母が HBs 抗原陽性であり，かつ

抗原，HBe 抗体は発見されておらず，われわれが

HBe 抗体陽性であることが明らかになった13）．

最初の 1 年間に調査した症例の妊婦は後から調べ

母子感染の時期はほとんどが出生時と考えられ

たところほとんどすべて感染性の低い HBe 抗体陽

1 臍帯動脈血が HBs 抗原陽性
た．その根拠は，

性であったためもあり，無症候性 HBV キャリア

2 出生児が HBs
であることは極めて少ないこと，

妊婦からの出生児が HBs 抗原陽性になったのを確

抗原陽性になるのは生後 1〜3 カ月であり，4 カ月

認して母子垂直感染の存在を証明できたのは，前

以降に新たに HBs 抗原陽性となる例がないこと，

方視的調査を始めて 1 年以上経過してからであっ

3 妊婦が急性 B 型肝炎を発症した場合，出生児


た4〜6）．

に感染が起こるのは妊娠末期〜産褥期のみである

1972 年，同様な調査研究を行っていた都立大久

こと，などである．HBV の母子感染がもし胎内で

保病院産婦人科の岡田らは HBV キャリア妊婦から

成立しているなら，出生後にこれを阻止する手立

の出生児が HBs 抗原陽性になったことを見出し初

てはないが，大部分が出生時と考えられるので，

めて報告した

7,8）

．外国では同じ時期に，アメリカ

から台湾に来て調査していた Beasley らが台湾人
HBV キャリア妊婦からの母子感染を報告した9）．
母子感染により HBs 抗原陽性となった乳児は全く

出生直後に感染阻止できる可能性が考えられた．
Ⅱ．受動免疫による HBV 母子感染防止の試みと
効果

健常児と変わらず臨床的には無症状であったが，

前述のごとく HBs 抗原陽性妊婦からその児への

長期間にわたり HBs 抗原持続陽性で，追跡を続け

母子感染には HBe 抗原，HBe 抗体が関係してお

て検査していると多くの例でトランスアミナーゼ

り，妊婦が HBe 抗原陽性の HBV キャリアである

が上昇し肝生検では慢性肝炎像が認められた10）．

と生まれた児のおおよそ 85％がキャリアになるの

急性 B 型肝炎の臨床経験から，当時のわが国で

に対し，妊婦が HBe 抗体陽性の HBV キャリアで

は成人の HBV 感染はすべてが急性に終わり，慢

あると生まれた児が HBV キャリアになることはま

性化するのは免疫不全状態にある場合に限られて

ずない12）．成人が新たに HBV に感染しても，こ

いることが知られ，わが国の HBV キャリア成立

れまでのわが国では通常は慢性化することがなかっ

がほとんどすべて乳幼児期の感染によることが明

た．すなわち成人で問題となる HBV による肝硬変，

らかになった．

肝癌はそれらの患者が乳幼児期に感染した HBV

HBV キャリア妊婦からの母子感染成立は，出生

キャリア状態から発生することが明らかとなった．

児の一部に限られていたが，後に HBe 抗原，HBe

輸血，血液製剤の HBs 抗原検査が徹底し，医療器

抗体が発見されると，これが母子感染成立と密接

材からの感染もほとんどなくなると，最後に残っ

に関連していることが明らかになった11）．その報

た乳幼児への主たる HBV 感染ルートは母子感染と

告で母子感染は HBs 抗原陽性妊婦が HBe 抗原陽

なった．したがって HBV キャリアの発生を防止す

性の場合に限られ，HBe 抗体陽性の場合は児への

る目的には，HBe 抗原陽性 HBV キャリア妊婦か

感染は全く起こらないとされた．しかし同様の調

らの出生児に対する感染防止が鍵と考えられた．

査研究を続けていたわれわれは HBs 抗原陽性妊婦

初めに考えられた方策は，一般的なウイルス感

が HBe 抗体陽性の場合も，出生児を毎月検査し

染発症予防と同様に高力価特異的免疫グロブリン

ていると無症状ではあるが生後 2，3 カ月頃にト

の投与であった．1978 年，厚生科学特定研究「難

ランスアミナーゼの著明な上昇を示す例が約 6％あ

治性の肝炎」研究班に「グロブリン研究班」
（班

ることを見出し，母が HBe 抗体陽性の場合も出

長：新潟大学 市田文弘教授）が組織され，肝臓専

2009

門医，基礎医学者，製薬メーカー開発担当者が班
員となり，抗 HB ヒト免疫グロブリン（HBIG）
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Ⅲ．B 型肝炎ワクチンの開発

の開発が行われた．これは HBs 抗体価の高い血漿

1975 年，厚生省 B 型肝炎ワクチン開発協議会

をプールし，それを材料としてγ−グロブリンを

を中心として HB ワクチンの開発が開始された．

抽出製剤化したものである．HBV による肝硬変，

HBV の実験室内での増殖はできなかったので，

肝癌を減らすためには，前述のごとくその元とな

HBV 持続感染者の血清中に多量に存在する HBs

るキャリア発生を新生児期に防止することが急務

抗原の小粒子を分離精製して弱毒化 HB ワクチン

であり，HBs 抗原陽性妊婦からの出生児に，HBIG

として使うことが考えられた．問題は血漿中に存

を投与すれば感染成立を阻止できる可能性が考え

在する感染性の HBV そのものをいかにして排除な

られた．当時，これに関する外国からの報告は，

いし非感染性にするかで，各種の方法が検討され

Beasley らが台湾において行った新生児に対する

た．当初は感染性が低いと考えられた HBe 抗体

HBIG 投与の学会報告抄録のみで，しかもその結

陽性 HBs 抗原陽性血漿のみを原料として HBs 抗

果は母子感染阻止に有効でなかったとするもので

原を分離し，加熱，ホルマリン処理して残存する

あった．ただしこの治験では HBIG 投与が生後数

ウイルスを無毒化して HB ワクチンとした．この

日と遅いものがほとんどで，出生直後投与による

第 1 世代の血漿由来 HB ワクチン製造には HBs 抗

感染阻止の可能性が残されていた．

原高力価の血漿を多量に必要としたため，HB ワ

前記研究班で HBIG による HBV 母子感染防止

クチン生産量が少なく，その接種対象が制限され，

の治験を開始しようとしたが，基礎医学系の班員

母子感染防止が最優先とされた．製薬メーカー開

から，新生児期に HBIG を投与することにより

発部（ミドリ十字，化血研）による製剤化が進み，

HBs 抗原との間に免疫複合体を大量に生じ，これ

第 2 相試験の終了を待って，1981 年から母子感染

によって何らかの副作用の可能性があるとの反論

防止を目的とした第 3 相試験が始まった．HBe 抗

が出されすぐには開始できなかった．この間に

原陽性 HBV キャリア妊婦からの出生児に出生直後

「グロブリン班」に属していなかった北海道大学医

に HBIG を投与した後にこの HB ワクチンを接種

学部小児科の松本は HBs 抗原陽性妊婦からの出生

したところ，HBV キャリア化を 90％以上防止で

児に生後まもなく HBIG を投与して HBV キャリ

きることが明らかとなった18,19）．

ア化を減らせることを報告した14）．これにより班

これとは別に日赤・都臨床医研グループは独自

員であった筆者ら15），矢野ら16）が治験を開始し，

に HBs 抗原を精製し，HBe 抗原陽性 HBV キャリ

相次いでその効果を報告した．

ア妊婦からの出生児に出生直後に静注用 HBIG を

しかしながら出生時 1 回のみの HBIG 投与では

点滴投与した後，HBIG を筋肉注射し，さらに生

母子感染防止効果が低く，2，3 カ月ごとに HBIG

後 2，3 カ月からこの精製不活化 HBs 抗原（製剤

追加投与を反復して血中 HBs 抗体を陽性に保てば

化されなかった）を投与して能動免疫を得させる

その間は HBs 抗原陰性が維持されるものの，中止

臨床試験を実施し，児の HBV キャリア化を阻止

すると 6 カ月ほど経ってから HBs 抗原陽性化する

できることを班研究に先駆けて報告した20）．

ものが多いことが明らかとなった17）．その理由と

その後，遺伝子組換えによる HB ワクチンが開

して，HBV は出生時に胎盤−臍帯静脈−門脈を通

発され，血漿由来 HB ワクチンと置き換わった．

じて速やかに児の肝臓に達して肝細胞に感染して

1980 年代には各メーカーから数多くの HB ワクチ

いて，受動免疫では血中のウイルスを中和できて

ンが開発市販されていたが，2003 年 7 月，厚生労

も肝内に潜伏した HBV を排除できないものと推定

働省により HB ワクチンが生物由来製品に指定さ

され，常に血中 HBs 抗体を陽性に保つためにワク

れたために，それまで遺伝子組換え HB ワクチン

チンによる能動免疫を追加することが必須と考え

を製造していたいくつかの製薬会社が製造を中止

られた．

，
し，2008 年初めにはヘプタバックス−Ⅱ（万有）
ビームゲン（化血研＝アステラス）
，沈降 B 型肝
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炎母子感染防止事業」がスタートすることとなっ

厚生省 B型肝炎
母子感染防止
事業方式

た．縦割り行政のなかでは異例のことであった．
全国都道府県に対して母子衛生課長通達が出さ
れ，これに基づいて 1985 年 6 月から全国の妊婦の

国際的な方式

HBs 抗原検査が公費で行われることとなり，陽性
の場合にはさらに HBe 抗原検査が行われ，これ
出
生
時

HBIG

1

2

3

4

5

6

が陽性の場合，生まれてくる児が B 型肝炎母子感
染防止事業の対象とされた．そして 1986 年 1 月

月齢
HBワクチン

：妊婦がHBe抗原陰性の場合は省略可

図 1 B 型肝炎ウイルス母子感染防止処置プ
ロトコール

1 日以降 HBe 抗原陽性 HBs 抗原陽性妊婦から出
生した児に対して HBIG と HB ワクチンとによる
感染防止処置が公費で行われることとなった．感
染防止処置の対象が HBe 抗原陽性の HBs 抗原陽
性妊婦からの出生児に限られたのは，当時は HB
ワクチンがヒト血漿を原料として作られていて生
産量が少なく価格も高かったために対象数を絞る

炎ワクチン「明乳」（明治乳業）の 3 製剤のみと

必要があったためと，本事業の主たる目標が HBV

なっていた．それらのうち，沈降 B 型肝炎ワクチ

キャリア発生を抑制するという公衆衛生的なもの

ン「明乳」は 2008 年 2 月「医薬品の製造管理及

であったためである．

び品質管理に関する調査（GMP 調査）」の結果，

出生後 48 時間以内に HBIG を筋注しその 2 カ

無菌性保証のレベルに達していないとされたため

月後から HB ワクチンを接種するプロトコールが

2008 年 4 月に自主回収され，以後，入手困難な状

採用されたが，当時の HB ワクチンは前述のごと

態となった．

く血漿由来で，抗体産生が現在の遺伝子組換え HB

Ⅳ．厚生省「B 型肝炎母子感染防止事業」の開始
と推進

ワクチンほど良くなかった点や，出生直後の新生
児に HB ワクチンを接種することの安全性を危惧
する意見があり，HB ワクチン接種開始は出生直

1980 年代初め，HBV の水平感染がほぼ制圧さ

後ではなく，生後 2 ないし 3 カ月とされ，その 1

れたわが国において，HBV による慢性肝炎，肝硬

カ月後，3 カ月後の計 3 回の HB ワクチン接種が

変，肝癌の発生抑制には母子感染防止が必須であ

決まった．HB ワクチン開始が遅くなったためそ

り，HBV キャリア妊婦からの出生児すべてに感染

の間の HBs 抗体を維持する必要性から生後 2 カ月

防止処置を行うべきと考えられた．しかし HBIG，

に 2 回目の HBIG を筋注するプロトコールが設定

HB ワクチンは高価で，かなりの経済的負担であ

され，その後も用いられている．この方式は児の

るため，自費で普及させるにはかなりの困難が予

HBV キャリア化阻止に極めて効果の高いプロト

想された．

コールであったが，現在諸外国で行われているプ

1984 年，筆者は厚生省児童家庭局母子衛生課
小林秀資課長に HBV 母子感染防止処置の健康保険
適用に関して相談した．当時，予防的医療は健康
保険の対象にはならないとされていたためこれは
不可能で，代って厚生省事業として HBV の母子

ロトコールとはかなり異なったわが国独特の方式
となった（図 1）
．
Ⅴ．B 型肝炎母子感染防止事業の効果と健康保険
適応への移行

感染防止が行われることとなった．その頃も肝炎

この事業の普及は急速で，事業開始翌年の 1986

関係の主管は局の異なる結核感染症対策課であっ

年には HBs 抗原スクリーニングが全国妊婦の

たが，母子衛生課課長補佐らによる関係各局各部

94％に達した21）．1985 年のわが国妊婦の HBs 抗

署との調整の結果，翌年になって厚生省「B 型肝

原陽性率は約 1.4％で，HBs 抗原陽性者中の HBe

小児感染免疫
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抗原陽性率は約 25％であった．これらに基づき母

アとなった児は全出生乳児の 0.26％と推定されて
いる22）．そして B 型肝炎母子感染防止事業の結果，
事業開始 9 年後には母子感染により発生する乳児

HBs

1985 年に日本全体で母子感染により HBV キャリ
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％
1.5

子感染による HBV キャリア化率から推算して，
事業による母子感染防止処置が開始される前年の
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抗
原 1.0
陽
性
率
0.5

HBV キャリアは 0.024％と 1／10 に低下したもの
と推算されている23）．その後，Noto ら24）の調査に
よると静岡県の学童，生徒の HBs 抗原陽性率は，B
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たものが開始後には 0.01％と激減し，また Koyama

日赤献血者データから作図

ら25）による岩手県の調査では，それぞれ 0.75％，

B型肝炎母子感染防止に関する報告書から作図

0.04％となっている．

図 2 1995 年におけるわが国各年齢層の HBs

このようにわが国の B 型肝炎母子感染防止事業

抗原陽性率（文献 28）より引用）

は HBV キャリアの新規発生の抑制に大きな効果を
示したが，前述のごとく事業対象から外されてい

り，HBs 抗原陽性率は前述のごとく 0.024％程度

た HBe 抗体陽性キャリア妊婦からの出生児の一部

に急速に低下したと推測された．母子感染防止が

に急性肝炎，劇症肝炎が発症するので，事業の見

これまでと同様の実施率で今後も継続されれば，

直しが行われ，1995 年 4 月以降，感染防止対象

2035 年には 50 歳以下の HBs 抗原陽性率は 0.03％

が HBe 抗原陽性陰性にかかわらずすべての HBV

程度となり，したがって HBV による慢性肝障害

キャリア妊婦からの出生児に拡大されるとともに，

も現在の 1／50 に減少するはずである．さらに

妊婦の HBs 抗原スクリーニングのみが事業の形で

1986 年以降の出生者が妊婦の多くを占める 2020

残され，それ以外の HBV キャリア妊婦ならびに

年以降は，もし B 型肝炎母子感染防止処置が現在

その出生児にかかわるすべての検査，感染防止処

の水準で行われていれば，小児の HBV キャリア

26）

置が健康保険適用に移管された ．
Ⅵ．わが国における HBV キャリアの予測

率は 0.001％以下，すなわち新たに発生する HBV
キャリアが全国で 10 人／年程度にまで減少するこ
とになる．

わが国では水平感染防止が効果的に行われた結

しかし 1995 年以降公費による B 型肝炎母子感

果，母子感染防止が全国的に実施される以前から，

染防止事業が健康保険給付に移管されたのに伴い，

すでに HBs 抗原陽性率は著明な低下傾向を示して

その後の実施状況の把握が困難になっており，公

いた．日本赤十字社によると初回献血者の HBs 抗

費負担でなくなったことによる感染防止処置率の

原陽性率27）は，B 型肝炎母子感染防止事業による

低下が憂慮されている．今後，さらに B 型肝炎母

妊婦 HBs 抗原陽性率と，同一年齢層でほぼ等しく，

子感染防止の重要性を PR し続ける必要がある．

40 歳前後ではおおよそ 1.4％，30 歳前後では 0.8％

また国際交流がさらに盛んになり，今後，HBV キャ

であった．さらに低年齢になるに従い低下率は少

リア率の高い国々からわが国に流入する人々が増

なくなるが 12 歳では 0.3％であった．この年齢層

えてくることが予想される．わが国全体としての

ではキャリア成立に関する水平感染の関与がほと

HBV キャリア率の低下も予想通りにはならない可

んどなくなり，母子感染がキャリア成立の主要因

能性があり，これらの人々を含めて B 型肝炎母子

（図 2）
．
子となったものと考えられる28）

感染防止処置の徹底を図るべきである．

1986 年以降の出生者では，B 型肝炎母子感染防
止事業による high risk 新生児の感染防止処置によ
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Ⅶ．最近のわが国における B 型肝炎感染経路の傾向
29）

最近の小児 B 型肝炎に関する全国調査 による

生児に対する universal vaccination が実施されてお
り，導入していない国はわが国を含めて 34 カ国
（18％）にすぎない．アメリカ，ヨーロッパ，地

と，小児科初診 B 型肝炎 143 例の感染経路は母子

中海沿岸，西太平洋地域における新生児への HB

感染 67％，それ以外の家族からの感染 16％，医

ワクチン接種率は 70〜80％に達しているが，アフ

原性 11％，その他 2％で，B 型肝炎母子感染防止

リカ，東南アジアでは 30〜40％とまだかなり低率

事業により母子感染による HBV キャリア発生が激

であり，地球全域としては新生児全体の 55％が

減した結果，その他の家族内感染が無視できない

HB ワクチン接種を受けているという．

割合となっていることが明らかである．
HBV の父子感染は疫学的にはその存在が考えら
れてきたが，最近，5 つの肝臓専門小児施設で父

HBV の感染防止対策はその社会の HBV 浸淫度，
衛生環境などにより当然異なり，それぞれの地域
に最も適した方策が採られるべきである．

子感染が疑われた 5 組の HBV 塩基配列系統樹分析

台湾は他の多くのアジアの国々と同様，HBV の

により，父子ペアのそれぞれで高い相同性が証明

高浸淫地域であった．台湾では 1984 年から HBe

された30）．

抗原陽性 HBV キャリアからの high risk 出生児を

近年，某保育施設における保育児の HBV 集団

対象としての母子感染防止が開始された．当時，

感染が学会報告されたが，この場合はアトピー性

台湾における一般人の HBV キャリア率は 10％以

皮膚炎の皮膚局面からの感染が推測され，大きな

上の高率で，小児への水平感染も多かったことか

問題となった．他にも数は少ないものの HBV キャ

ら 2 年後の 1986 年からはすべての新生児に対し

リア小児の保育施設入所に関して，その対応に困

て HBV ワクチン接種が開始された．この結果，

難が生じる事態が起こっている．

小児の HBs 抗原陽性率は 1984 年の 9.8％から，

これらを考慮すると，下記の成人の HBV 性感

10 年後の 1994 年には 1.3％にまで激減した32）．台

染予防の目的とは別に，乳児への HBV universal

湾においては小児期の肝細胞癌が少なくなかった

vaccination が必要と考えられている．

が，これも 1981〜1986 年には 10 万人当たり 0.70

もう一つの問題は最近のわが国成人の急性 B 型

であったものが，1990〜1994 年には 0.36 にまで低

肝炎がやや増加傾向であり，その大部分が性交渉

下した（p＜0.01）33）．2004 年の新生児〜30 歳未満

によるもので，genotype A の HBV の比率が増え

の成人 18,779 人を対象とした調査によると，uni-

ていることである31）．従来，わが国の HBV の多

versal vaccination が始まった年以降に出生した 20

くは genotype C であり，genotype A は欧米に多い

歳未満での HBs 抗原陽性率は 1.2％であったが，陽

型である．Genotype A の HBV は成人が感染して

性者の 89％は HBV キャリア妊婦からの出生者で

も 10％程度はキャリア化するので疫学的に極めて

あった．この結果から今後は，HBV キャリアから

重要である．今後は性感染症としての急性 B 型肝

の出生児に対しては HBIG 投与を併用した HB ワ

炎に注目し，その予防が必要であり，そのために

クチンによる感染防止処置が必要であるとしてい

諸外国と同様に HB ワクチンの general vaccina-

る34）．

tion が必要と考えられている．
Ⅷ．国際的にみた HBV 感染予防対策

米国は全体としては HBV の低浸淫地域と考えら
れているが，ある人種社会，社会グループではか
なり高い HBs 抗原陽性率が知られている．1988 年

WHO が 1992 年，HBV 感染制圧のため HB ワク

CDC はすべての妊婦の HBs 抗原スクリーニング

チンの universal vaccination を 1997 年までに全世

を行い，その陽性の場合には生まれた児に HBIG

界の国々で実施するよう勧告してから，世界の多

と HB ワクチンによる感染予防を行うように勧告

くの国々で HB ワクチンの universal vaccination

した35）が，実施率はかなり低かった．そこで戦略

が実施されている．WHO の 2006 年の推定による

が変更され，1991 年からはすべての新生児に HB

と 2005 年までに世界中の 158 カ国（82％）で新

ワクチン接種を行う universal vaccination とともに
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思春期の小児に catch−up immunization を行い，こ
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的である．

れに加えて high risk の小児と成人にも HB ワクチ

他方，HBV キャリアを減らして，将来の慢性肝

ン接種を行うこととした．また HB ワクチンを

炎，肝硬変，肝癌といった社会的に重要な慢性肝

Expanded Program on Immunization（EPI）に含め

障害を予防するには通常の universal vaccination だ

ることとして通常の予防接種とともにすべての小

けでは十分でない．HBV の場合は，キャリアが存

児に HB ワクチン接種が行われるようになった．

在し，しかもこのキャリア成立がほとんど乳児期

The U. S. Public Health Service Advisory Commit-

の感染に限られることから，他の予防接種のよう

tee on Immunization Practice および the American

に生後ある期間経てからの接種開始では重要なキャ

Academy of Pediatrics は，最初の HB ワクチンを出

リアを減らすのに有効でない．

生時，または生後 2 カ月時に第 1 回の DPT，ポ

すなわち HBV 感染防止戦略は，前述のごとく

リオワクチンとともに，第 2 回はその後 1 ないし

急性肝炎，劇症肝炎の予防と HBV キャリア発生

2 カ月に，そして第 3 回は生後 6〜18 カ月に接種

防止による慢性肝障害予防という 2 つの目的に明

するよう勧告している36）．

確に分けて考えるべきである．

前述の WHO 勧告に従い，現在，世界の多くの

HBV キャリア発生阻止の目的には，乳児期の感

国々で小児に対して HB ワクチンの universal vac-

染防止が必須であるが，この場合も垂直感染防止

cination が行われているが，わが国の他，英国，

と水平感染防止の 2 つを考えなければならない．

デンマーク，フィンランド，アイスランド，アイ

母からその出生児への母子感染防止でキャリアが

ルランド，オランダ，ノルウェー，スウェーデン

減らせれば，その児から他の児への水平感染も減

などの HBV 低浸淫度の国では実施されておらず，

らせることになる．母子感染以外の感染経路が多

その導入が検討されている37）．

い社会環境（例えば一般人の HBV キャリア率が

Ⅸ．HBV 感染防止の 2 つの目的とそのための戦略
HBV 感染防止の目的は大きく分ければ 2 つにな
る．一つは急性肝炎，劇症肝炎などの急性肝障害
を減らすもので，他の一つはキャリアの発生を抑
制して感染源を減らすとともに，将来の慢性肝炎，
肝硬変，肝癌を予防しようとするものである．

極めて高い社会など）の場合は，HBV キャリアで
ない母から生まれた児に対しても HB ワクチン接種
が必要となる（新生児期の universal vaccination）
．
Ⅹ．わが国における HB ワクチンの universal
vaccination
国際交流が盛んになり，HBV キャリア率の高い

HBV 感染予防の方策には，衛生環境を整備する

国々からわが国に流入する人々がますます増えて

ことと HB ワクチン接種という 2 つがある．輸血

くることが予想される．HBV 母子感染防止を引き

血液，血液製剤の徹底したスクリーニングによる

続き徹底する必要があるとともに，HBV 性感染を

輸血感染の根絶，注射針，注射筒，点滴セットそ

できるだけ早くブロックするため，さしあたって

の他の医療器材のディスポ化，歯科医療器材の完

は思春期前の HB ワクチン接種が必要であろう．

全消毒，鍼など民間療法での消毒の徹底，性感染

しかし前述のごとく保育施設などでの感染，父，

防止教育の普及などにより HBV 急性感染を大幅に

祖父など家族からの水平感染を防止するには乳児

減らせることはわが国の現状をみても明らかであ

期に universal vaccination をする必要があり，長期

る．

的視点に立って乳児の予防接種スケジュールに組

人口に占める HBV キャリア数が多く環境衛生が

み込むべきである．乳幼児に対しては現在でも各

整備されていない社会では，HBV による急性感染

種予防接種の数が多く，さらに接種回数を増やす

症は医療経済的にも社会経済的にも大きな問題で

ことには抵抗があろう．乳児期に HB ワクチンの

ある．これを減らす目的には他の感染症対策と同

universal vaccination を行うとすれば，他の予防接

様に，年齢に関係なく，その社会の全員に HB ワ

種との複合ワクチンを利用して接種回数を減らす

クチンを接種して能動免疫を与えるのが最も効果

べきである．米国では，すでにジフテリア，破傷
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風，百日咳，B 型肝炎，ポリオの 5 種複合ワクチ

ストラリア抗原の vertical transmission．医学のあ

ンが製造され，大規模な臨床試験が終わってい

ゆみ 88：294−295，1974
6）白木和夫，川名 尚，萩野陽一郎，他：妊婦の

37）

る ．
近年の HBV 感染疫学の変移に対応して，わが
国でも HB ワクチンの universal vaccination 導入
が必須と考えられる．現在，わが国の小児に接種
されている多くの各種ワクチンとの組合せとスケ
ジュールに関して早急に検討する必要がある．
おわりに
いうまでもなく B 型肝炎は感染症である．感染
症の疫学は時代とともに，人々の暮らし方，文化
の変遷とともに移り変わり，感染症対策も時の流
れとともに見直す必要がある．
わが国における B 型肝炎母子感染防止事業は
HBV キャリア発生防止に大きな効果をあげてきた
が，今後はそのプロトコールの改善を図りつつ，
実施率が低下することのないよう医療者，一般国
民に PR を続けていく必要がある．これによりわ
が国の HBV キャリア率はさらに極めて低くなるこ
とが予想されるが，これだけでは外国からの輸入
感染に対応できない．
HBV 急性感染対策に universal vaccination が有
効であることは明らかであるが，その実施には費
用便益的検討のほか，わが国独特ともいえる国民
感情（保育所感染によるパニック，感染児の疎外，
非科学的なワクチン忌避）に十分配慮する必要が
あろう．
文
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