インフルエンザとワクチンの基礎知識
（職員のワクチン接種前後の HI 抗体価の結果も記載）
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文責 内科 大塚伸昭

インフルエンザに関しては HP｢大塚先生の診察室パート２｣のトップ頁か講義スライドにある｢インフルエンザの基礎知識｣
(パワーポイントが必要）や講義スライドの⑮｢インフルエンザに関して｣(こちらは PDF）も参考にしていただきたい。
※職員のインフルエンザワクチン接種前、接種 1 ヶ月後の HI 抗体価の結果が出たが（私も含めて 17 名検査）、16 名の結果を 3 頁
にグラフで表示した。宮崎市郡医師会発行の｢醫友しののめ｣に今回の結果に関して原稿を投稿したので御覧いただきたい。

2018/2019 インフルエンザワクチンは 4 価ワクチン（A 型２種類、B 型２種類）であり、このうち A/H1N1 と B/山形は昨年と
同じ型のワクチン。3 頁の図を見ていただきたいが、抗体価 40 倍以上が一応インフルエンザを予防できる数値である。
A 型が接種後の抗体価上昇率が高かった。特に A/H3N2 は接種前は 40 倍以上が 6 人だったが接種後は 6 人増加して
ワクチンを接種した 16 人のうち 75％にあたる 12 人が 40 倍以上になった(3 頁の図 2A,B を参照していただきたい）。
インフルエンザ A 型は現在も H1N１、H3N2 の亜型が変異しながら流行を続けている。
H1N1 は 1918 年に大流行して 4,000 万人が死亡したスペイン風邪が 2009 年に新型イ
ンフルエンザ（H1N1pdm）となり、現在もこの亜型が流行し続けている(pdm とはパンデミ
ックの略）。今年のワクチンもこの亜型が入っている(昨年と同じ型）

(イラストは 123RF より有料でダウンロード）

H3N2 は 1968 年に大流行して 100 万人が死亡した香港風邪が少しずつ形を変えて流行
が続いている。今年のワクチンにもこの型が含まれているが、昨年の亜型とは違う型の
ワクチンであったが、上記のようにワクチン接種による抗体価獲得が最も高くなった。

もう一度 3 頁の図を見ていただきたいが、B 型の２種類の抗体価上昇は少々悲惨？な結果に終わっている。16 人の中で
抗体価が 40 倍未満から 40 倍以上に上昇した人は 2 種類の型とも 1 人しかいなかった（図 3A,B と図 4A,B を参照のこと）。

ワクチンは一時期生産量が激減した時期があるが、有効性が再認識されて現在に至っている。

1990 年代にはインフルエンザワクチンは無効
だという報告や、マスメディアの影響もあり左図
のように 1995 年に最小生産量となった。

しかし、左図赤線で示すように、ワクチン接種が
減少してきた時期から幼児死亡数が増加してき
たことよりインフルエンザワクチンの効果が再
認識された、という経緯がある。

※現在は病院などでインフルエンザにより
死亡すると患者や職員へのワクチン接種を
していたのか？など問われる時代である。

（上図は平成 29 年 12 月の院内講義でのスライドだが、HP｢大塚先生の
診察室パート２｣のインフルエンザの基礎知識 43 枚目に載せている。)
※上記スライドを見るにはパワーポイントが必要

※病院名なども報告される時代でもあり
今回の職員の皆さんの血液検査は
B 型などの抗体価上昇が低かったが
ワクチンは接種する必要がある。

インフルエンザウイルスの基礎知識
A 型インフルエンザの A/H1N1 の H や N とはどういう意味？

ウイルス
1 万分の１mm
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インフルエンザウイルスの電顕写真とイメージイラストを左に示す。ウイルス表面には 2 種類
の突起があり、H（Heamagｇｌｕｔｉｎｉｎ；ヘマグルチニン）は人間の細胞に侵入する時に働く。
※ヘマグルチニンは hem;ヘム(赤血球）を agglutinate;アグルチネイト(凝集）させる，という意味。

もう一種類の突起は N（Neuraminidase;ノイラミニダーゼ）であり、人間の細胞から脱出する時
に働く。
※Neuraminidase(ノイラミニダーゼ）は細胞膜にあるノイラミニン酸（Neuraminic aic)を分解する。

H（ヘマグルチニン）は 16 種類(H1～H16)、N(ノイラミニダーゼ）は 9 種類（N1～N9)ある。これらの
組み合わせで H1N1 などと呼ばれる。H1N1 の中にも多数の亜型があり、更にこれらが少しずつ変
異していく(マイナーチェンジをする)事が、いつまでもインフルエンザが流行し続ける理由である。
ウイルスの電顕写真

現在、インフルエンザはどの型が流行の主体か(2019 年 1 月 14 日現在）
今年度は今迄のところ A/H1N1
（A/H1pdm09)が流行の主体と
なっている。

昨年度（2017/2018 年度）は
A/H1N1 が最初流行したが、そ
の後 B 型が流行し、後半には
A/H3N2 も流行して多数の感染
者が出た。

(国立感染研究所 HP のインフルエンザ分離、検出状況；2019 年 1 月 14 日現在より引用）

A/H1N1 が流行の主体になっているとすると、当院の職員の血液検査結果からも(3 頁の図 1A,図 1B 参照）
分かるようにワクチン接種後の抗体価上昇率が低いので(16 人のうち 50%しか十分な抗体が出来ていない！）、ワクチン
接種をしている人も十分に注意する必要がある。

また、ワクチン接種による抗体価が上昇している人でも，現在流行している型が変異している可能性もある。
A/H3N2 は今年度は流行が少ないが、この型の抗体価はワクチン接種後の上昇率が高い(16 人のうち 75％が 40 倍以上）。
B 型のワクチン接種後の職員の抗体価上昇率が低いことより，今後 B 型が昨年度と同様に流行してきた場合には感染
に注意が必要。

インフルエンザワクチン接種前と接種 1 ヶ月後の HI 抗体価
の基礎知識
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宮崎市郡医師会発行の｢醫友しののめ｣という雑誌に投稿した原稿です。黒文字が原稿
です。医学論文雑誌では無くて市郡医師会会員の方の随筆などが投稿されています。
この投稿した原稿は 3 月 15 日発行の予定ですが、皆さんの参考になると思います。
インフルエンザワクチン接種前と接種１ヶ月後の HI 抗体価の変化について
（当院及び関連施設職員 16 名の検査結果）
富吉共立病院 内科 大塚伸昭
インフルエンザワクチンの接種前、接種後の抗体価などを比較検討した文献はあるが、今回
当院、及び関連施設の職員の血液検査を行い、興味ある結果が出たので紹介させていただく。
尚、本誌は医学論文投稿雑誌では無いので、検査結果だけを記載し文献記載も行わない。
HI 抗体価の検査は富吉共立病院、小規模多機能型居宅介護とみよし、通所リハビリテーシ
ョン（デイケア）に勤務する職員を対象に行った。最近は職場のパワハラが問題視される時代
でもあり、採血を強要する印象にならないよう十分配慮し、抗体価測定を希望するかどうかを
ワクチン接種前に文書を 1 回だけ配布し口頭での案内は行わなかった。また、検査結果は本
誌に投稿することも文書に記載した。ワクチン接種者は 50 名であったが、そのうち 16 名（男
3 名 、女 13 名、 年齢は 27～66 才）が抗体価測定を希望した。16 名のワクチン接種は平成
30 年 10 月 26 日から 11 月 14 日迄に行い、接種前と接種１ヶ月後に採血を行った。1 ヶ月後
の抗体価測定までの間にインフルエンザに罹患した被験者はいなかった。また、インフルエン
ザ罹患者と接触した被験者もいなかったので、インフルエンザウイルスによる HI 抗体価への
影響は殆ど無かったと考えられる。16 名全員が前年度の 2017/2018 インフルエンザワクチン
接種を受けていた。接種前、接種 1 ヶ月後の HI 抗体価の検査結果票は検査を受けた全職員に
返却した。今回の抗体価測定は保険適用とならないため、私が個人的に検査費用の全額を負担
した（3 万円弱）
。
2018/2019 ワクチンはインフルエンザ HA ワクチン｢KMB｣を使用した。
2018/2019 ワクチンは A 型が/Singapore/GP1908/2015(H1N1)pdm09(以下、A/H1N1）と
A/Singapore/INFIMH－16－0019/2016(H3N2)（以下、A/H3N2）の２株が使用された。このうち
A/H1N1 は前年度と同じ株であった。B 型は山形系統が B/Phuket/3073/2013（以下、B/山形）
と、ビクトリア系統が B/Maryland/15/2016(以下、B/ビクトリア）の２株が使用され、B/山形は
前年度と同じ株であった。

図は皆さんに配布した文書の No3 の図を見て下さい。同じ図です。

ワクチン接種前の A/H1N1 の HI 抗体価を図 1A、ワクチン接種 1 ヶ月後の A/H1N1 の HI
抗体価を図 1B に示す。図中にインフルエンザワクチンの有効防御免疫能の目安とされる 40
倍以上の抗体価の人数を記載した。接種前は 16 人のうち 4 人（25.0％）が 40 倍以上であっ
たが、接種 1 ヶ月後は 8 人（50.0％）が 40 倍以上となった。しかし、接種１ヶ月後でも 8 人
は 40 倍未満であった。接種前に 40 倍未満であった 12 人のうち、4 人は接種後も全く抗体価
の変化を認めなかった。
ワクチン接種前の A/H3N2 の HI 抗体価を図２A、ワクチン接種１ヶ月後の A/H3N2 の HI

抗体価を図２B に示す。接種前は 16 人のうち 6 人（37.5％）が 40 倍以上であったが、接種
1 ヶ月後は 12 人（75.0％）が 40 倍以上となり，４つの型の中では 40 倍以上の抗体価上昇率
が最も高くなった。接種前に 40 倍未満であった 10 人のうち 3 人は全く抗体価の変化を認め
なかった。
ワクチン接種前の B/山形の HI 抗体価を図３A、ワクチン接種 1 ヶ月後の B/山形の HI 抗
体価を図３B に示す。接種前は 7 人（43.8％）が 40 倍以上であった。接種後は 8 人（50.0％）
が 40 倍以上となった。接種前に 40 倍未満であった 9 人のうち 7 人は全く抗体価の変化を認
めなかった。
ワクチン接種前の B/ビクトリアの HI 抗体価を図４A、ワクチン接種 1 ヶ月後の B/ビクト
リアの HI 抗体価を図４B に示す。接種前は 3 人（18.8％）が 40 倍以上であった。接種後は
4 人（25.0％）が 40 倍以上となった。4 つの型の中では接種後 40 倍以上になった割合が最も
低かった。接種前に 40 倍未満だった 13 人のうち 11 人は全く抗体価の変化を認めず、抗体価
の変化が見られなかった割合は４つの型の中で最も多かった。
以上、
検査人数が少なかったが先生方の参考資料になるのではないかと考え本誌に投稿した。

