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はじめに
侵襲性細菌感染症とは、血液、髄液、関節液など、本来は無菌環境である身体内部か
ら採取した検体から起因菌が分離された感染症のことであり、細菌性髄膜炎、敗血症、
血液培養陽性の肺炎などが代表的な疾患として挙げられます。小児での主な起因菌は、
インフルエンザ菌 type b(Hib)および肺炎球菌であり、特に２歳以下の乳幼児が罹患し
ます。その理由として、これらの菌は莢膜多糖体抗原を持ち、感染を起こした場合に食
細胞が効果的に貪食、殺菌を行うためには抗体によるオプソニン化が必要であること、
多糖体抗原に対する主な抗体はＩｇＧ 2 であるが胎盤移行性に乏しいため、新生児の
IgG2 レベルは母体に比べ低いこと、多糖体抗原はＴ細胞非依存性抗原であるため、免
疫系の未熟な２歳未満では免疫応答が惹起されない、などが挙げられます。
小児における侵襲性細菌感染症は、治療が進歩した今日においても重篤な経過をたど
ることがあるため、ワクチンによる予防が大変重要です。年少児においてもより強力な
Ｔ細胞依存性免疫を惹起するために、多糖体抗原をキャリアー蛋白に結合させたワクチ
ンが開発されてきました。これまでに結合型 Hib ワクチンおよび 7 価結合型肺炎球菌ワ
クチン(PCV7)が定期接種となっている国々においては、侵襲性感染症の著明な減少が報
告されています。
本邦では、2008 年 12 月に Hib ワクチン、2010 年 2 月に PCV7 が市販され、2011 年に
入り多くの自治体では公費助成で接種可能になり、2013 年４月から定期予防接種とな
っています。
本日は、本邦における Hib ワクチンおよび PCV7 導入が小児侵襲性感染症に与えたイ
ンパクトについて概説いたします。

本邦における Hib ワクチンおよび PCV7 導入効果
私たちは、厚生労働科学研究事業研究班（神谷班および庵原・神谷班）において、
アクティブサーベイランスを２００８年より継続して実施しています。
本研究において報告対象とした患者は、生後 0 日～15 歳未満で、肺炎球菌，インフ
ルエンザ菌， GBS による侵襲性細菌感染症に罹患した全例です。2008 年 1 月より現在
まで前方視的に全数把握調査を実施しています。調査対象地域は、北海道、福島県、新
潟県、千葉県、三重県、岡山県、高知県、福岡県、鹿児島県、沖縄県の 10 道県で、全
国の５歳未満人口の 22.6％を占めています。
2013 年に各県より報告された 5 歳未
満の患者数は Hib 髄膜炎 2 例、 Hib 非
髄膜炎 1 例、肺炎球菌髄膜炎 13 例、肺
炎球菌非髄膜炎 96 例、GBS 髄膜炎 11
例、GBS 非髄膜炎 23 例でした。人口比
率で算出した国内の推計患者数は、そ
れぞれ Hib 髄膜炎 9 人、Hib 非髄膜炎 5
人、肺炎球菌髄膜炎 58 人、肺炎球菌非
髄膜炎 512 人、GBS 髄膜炎 49 人、GBS
非髄膜炎 123 人となります。
患者報告数より、各疾患の 5 歳未満
人口 10 万人当たりの罹患率を算出し、ワクチン公費助成前３年間(2008-2010)の罹患率
と比較した減少率を検討いたしました。2013 年の侵襲性 Hib 感染症罹患率は、髄膜炎
0.17、非髄膜炎 0.10 でした。2008-2010 年の平均罹患率がそれぞれ 7.71、5.15 でした
ので、2013 年の減少率は 98%になります。
侵襲性肺炎球菌感染症罹患率に関して
は、髄膜炎 1.10、非髄膜炎 9.71 であり
公費助成前の罹患率 2.81、22.18 と比較
して 61%、56%の減少率でした。GBS 感染
症は髄膜炎で減少傾向（28%）でしたが、
非髄膜炎では 102%の増加でした。これら
の結果は、公費助成によるワクチン接種
率向上が、侵襲性 Hib および肺炎球菌感
染症の減少に寄与していることを明ら
かに示すものと考えます。
ワクチン導入前後の肺炎球菌およびインフルエンザ菌血清型の変化
Hib ワクチンおよび PCV7 は本邦においても侵襲性感染症に対して大変優れた効果を

持つワクチンでありますが、特に肺炎球菌では９０以上の血清型があるため、ワクチン
に含まれない血清型（non-vaccine serotypes, nVT）による感染症の増加（serotype
replacement）が懸念されるところです。実際、これまでに Hib ワクチンが導入されて
いる国々では、侵襲性インフルエンザ菌感染症に占める割合は Hib 以外のインフルエン
ザ菌の検出割合が Hib より高くなっています。
PCV7 導入後の nVT の増加現象も、欧米から報告されています。米国では、血清型 19A
を中心とした nVT による侵襲性肺炎球菌感染症（IPD）の増加があり、PCV7 導入 3 年目
以降の IPD 罹患率がプラトーになった要因とされています。
そこで、本研究で報告された IPD 症例について、分離された肺炎球菌の血清型を解析
しました。２０１０年は６Ｂが最も多く 67 例（30.2％）、次いで１４（２３．４％）、
２３Ｆ（11.3％）であり、PCV7 に含まれる血清型（vaccine serotypes, VT）が７８．
4％を占めていました。しかし、VT の占める割合は２０１１年 65.7％、２０１２年は
28.3％、2013 年は４.3％まで減少を示しました。nVT では、１９Ａが最も多く分離され
ました。２０１０年 21 例、２０１１年２１例、２０１２年は２3 例とほぼ同数でした
が、その割合は９．１％、１６．２％、１６．９％と相対的増加傾向を示し、２０１３
年は４２例（４４．７％）まで増加していました。また、１０Ａ，１５Ａ、１５Ｃ、２
４Ｆも増加が目立ちます。これ
らの多様な nVT の増加が、IPD
罹患率に影響を及ぼしたと思
われます。PCV7 接種後罹患例
においては、nVT の割合は更に
高 く な り 、 VT

に よ る

breakthrough infection は 1
例のみでした。米国における
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surveillance による調査でも、
ワクチン接種後罹患例は主と
して nVT の感染によることが
報告されており、PCV7 による
IPD 発症抑制効果の高さを裏付
けるデータと考えます。
また、インフルエンザ菌感染症においても、non typable の症例数増加傾向が認めら
れました。ワクチン導入前は、non typable は 4.2%にすぎませんでしたが、公費助成開
始後期間では 17.0%にまで上昇していました。
分離菌の血清型が判明していないＩＰＤ症例に関しても、同様の血清型分布であると
仮定して、各年における VT および nVT 症例数を推計しました。推定 VT 症例数は、２０

１０年には１９３例と推定され、２０
１１年には１３５例、２０１２年は３
２例、２０１３年には５例まで減少し、
２０１０年と比較して９８％の減少
率と計算されます。一方、推定 nVT 症
例数は、２０１０年５３例、２０１１
年７１例、２０１２年８２例と増加傾
向を示し、２０１３年には１０４例に
なっています。増加率は７７％であり、
総ＩＰＤ罹患率が５７％の減少にと
どまった要因と考えられます。
ワクチン接種後罹患症例
Hib あるいは PCV7 接種を１回以上受け
ていたが、侵襲性インフルエンザ菌感染症
もしくは IPD に罹患した症例として、4 年
間で IPD 183 例、インフルエンザ菌感染症
２４例が報告されています。２０１３年の
ＩＰＤ１０９例中９０例（８３％）がＰＣ
Ｖ７接種歴ありでした。PCV7 接種後 IPD
より分離された肺炎球菌の中で、血清型が
判明した症例における血清型分布の変化
をみてみますと、２０１０年は VT が６例
中５例を占めていましたが、それ以降減少傾向を示し、２０１３年は nVT が９９％を占
めていました。Hib ワクチン接種後インフルエンザ菌感染症例からの分離菌の血清型に
ついては、２０１０年から２０１３年で Hib が１３例、non typable が１０例報告され
ています。

１３価肺炎球菌結合型ワクチン（ＰＣＶ１３）導入に期待される効果
PCV7 による IPD 予防効果は、理論的には nVT 肺炎球菌による感染症に対しては期待
することができません。さらにこれまでお話ししましたように、ワクチン導入後の
serotype replacement の進行が各国において観察されています。そこで、PCV7 に含ま
れる血清型に加え、新たに６つの血清型（１，３，５，６Ａ，７Ｆ，１９Ａ）を追加し
た PCV13 が開発され、欧米では２０１０年より導入が開始されています。米国の小児病
院８施設における前向き多施設共同研究では、PCV13 導入前の３年間（2007-2010）と
導入後の 2011 年におけるＩＰＤ患者の解析を行っています。その結果、２０１１年の
IPD 患者数は導入前の平均患者数に比べ４２％減少を示し、２歳未満では５３％、２歳
以上５歳未満では４６％の減少率でした。また、PCV13 に含まれる血清型肺炎球菌分離
株数は５７％の減少率でした。われわ
れの研究では、５歳未満 IPD 患者より
分離された肺炎球菌における PCV7 カ
バー率は、２０１３年には４％まで低
下しており、日本においても２０１３
年１１月１日より定期接種として開
始されました。２０１３年の PCV13 カ
バー率は５３％であり、ＰＣＶ７から
ＰＣＶ１３への切り替えによりＩＰ
Ｄが半減することが期待されます。
PCV13 導入スケジュールとして、米国 ACIP は PCV7 と同様のガイドラインを示してお
り、さらに導入時の過渡的措置として 14-59 か月齢の PCV7 接種完了者を対象とした
supplemental dose（補助的追加接種）
１回接種を推奨しています。われわれ
の研究データでは、追加される６種の
血清型による IPD は２０１３年では日
本全体の１８ヶ月以上５歳未満小児
において年間１１９人であったと推
計しています。従って、本邦の補助的
追加接種については、個人予防の観点
では疾病負担を軽減できる可能性が
あり推奨されますが、費用対効果の点
で社会全体に対する利益が限定され
ることより、定期接種化はせず希望者に対して任意で接種することとなっています。
PCV13 導入により、更なる IPD の減少が期待される一方で、これまで述べましたよう
に本邦では欧米と比べて１５Ａ、１５Ｃ、２４Ｆなどの PCV13 でカバーされない血清型

への replacement が急速に進行していることから、今後も注意が必要であると考えてい
ます。
おわりに
小児用結合型ワクチン導入により５歳未満小児において侵襲性 Hib、肺炎球菌感染症
が有意に減少したことが明らかになりました。更に肺炎、中耳炎に対する効果や PCV7
非接種年齢層に対する間接効果も期待されるところです。しかしながら、特に IPD にお
いては、nVT の割合増加が顕著であり、ワクチンによる予防の限界も明らかとなりつつ
あります。今後も、serotype replacement の進行状況、長期的なワクチン効果、ワク
チン接種後罹患例の解析、分離菌の抗菌薬感受性の推移、などに留意して侵襲性細菌感
染症のアクティブサーベイランスを継続して推進する必要があると考えます。

