
急性灰白髄炎（小児まひ，ポリオ）はポリオウイルスの

経口感染によって引き起こされる急性の運動中枢神経感染

症である．感染者の90％は無症状で推移するが，１％程

度で急性弛緩性麻痺を呈する ．ポリオウイルスには３つ

の血清型が存在し，これらを混合した生ワクチン及び不活

化ワクチンが予防のため広く使用されている．日本ではこ

れまでの定期予防接種の効果から，野生株ポリオウイルス

による麻痺患者は1981年以降報告されていない ．また，

2015年９月に野生株ポリオウイルス２型の根絶が宣言さ

れたことにより，2016年４月以降は生ワクチン使用地域

において１型と３型のみを含む２価ワクチンを使用するこ

とになった ．さらに，野生株ポリオウイルス３型につい

ても2012年11月以降流行はみられていない ．しかし，

野生株ポリオウイルス１型によるポリオ流行は現在でもパ

キスタンとアフガニスタンで継続している ．さらに，

生ワクチン由来のポリオウイルスについてはそれぞれの血

清型のウイルスによる患者が世界各地で散発的に発生して

いることから ，ポリオの根絶に向けて野生株・ワクチ

ン由来株両方のウイルスの伝播を阻止することが急務と

なっている．

ポリオの流行拡大を阻止するには，予防接種を徹底して

ポリオウイルスに対する抗体保有率を高く維持することが

重要である．また，野生株ポリオウイルスが根絶された地

域においては，ワクチン由来ポリオウイルスの流行を阻止

するために生ワクチンから不活化ワクチンへの切り替えが

必須である．日本では，ポリオの定期予防接種について経

口生ワクチンを２回集団接種する方式をとっていたが，

2012年９月より不活化ワクチンを合計４回接種する方式

に変更された ．ワクチン切り替え期においては生ワク

チン及び不活化ワクチンの接種状況と集団の免疫状況を継

続して調査し，ポリオが流行するリスクを早期に把握して

適切な対策をとる必要がある．本調査は平成27年度感染

症流行予測調査事業の一環で，国立感染症研究所を中心と

する８自治体が参加した共同調査として実施されたもので

あり，本報告では道民のポリオウイルスに対する中和抗体

保有状況及びワクチン接種歴を調査した結果について記載

した．

材料及び方法

１．調査検体

調査検体は，2015年７月から10月に社会医療法人母恋

天使病院，北海道立子ども総合医療・療育センター，市立

札幌病院及び北海道赤十字血液センターにて採取された血

清を使用した．血清は０～１歳，２～３歳，４～９歳，

10～14歳，15～19歳，20～24歳，25～29歳，30～39歳

及び40歳以上の９群に分類し，合計225検体を調査した．

それぞれの年齢群における検体数を表１に示した．

２．測定方法

感染症流行予測調査事業検査術式 に基づき，ポリオウ

イルス１型，２型及び３型標準株を用いた中和試験によっ

て抗ポリオウイルス抗体価を測定した．ワクチン接種歴は
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表1 年齢群別調査検体数

年齢群（歳) 検体数

0～ 1 14

2～ 3 17

4～ 9 30

10～14 14

15～19 18

20～24 20

25～29 18

30～39 21

40～ 73

合 計 225



被験者本人または保護者からの聞き取りによって調査した．

結果及び考察

すべての検体における中和抗体価の測定結果を図１に示

した．また，それぞれの年齢群ごとの幾何平均中和抗体価

を図２に示した．中和抗体価は年齢とともに漸減する傾向

がみられたが，これは国内ではワクチン接種後にポリオウ

イルスの曝露がないことにより，時間の経過とともに自然

に低下した結果であると考えられた．ただ，抗体価の減少

傾向は血清型によって異なり，１型では減少が緩やかであ

る一方，３型は４～９歳群を境目に抗体価の急激な低下が

認められた（図１）．幾何平均抗体価については，１型は

４～９歳群，２型は２～３歳群で最も高い値を示し，

25～29歳群で一旦増加するものの全体的には年齢ととも

図1 年齢群別中和抗体保有状況
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に漸減していた．また，３型に対する幾何平均中和抗体価

は４～９歳群で大きく低下し，10歳以上の群では横ばい

であった．３歳以下の群においては，１型に対する幾何平

均中和抗体価が２型及び３型よりも低い傾向が認められた．

その一方で，４歳以上の群においては，３型に対する幾何

平均中和抗体価が特に低く，ワクチンによる中和抗体の誘

導が不十分であったことが推察された（図２）．

各年齢群における８倍以上の中和抗体保有率を図３に示

した．ポリオの発症防御には８倍以上の血中中和抗体価が

必要とされている ．また，平成25年度感染症流行予測

調査の全国データでは，生ワクチン及び不活化ワクチンを

規定の回数接種した検体の８倍以上の中和抗体獲得率は１

型及び２型がほぼ100％，３型が約65％～約85％であっ

た ．今回の調査では，２型に対する抗体保有率はすべて

の年齢群で85％以上とおおむね高い値を示す一方，３型

に対する抗体保有率は４歳以上の群において他の血清型と

比較してかなり低い傾向がみられた．さらに，１型は29

歳以下の群では90％以上の抗体保有率を示していたもの

の，30～39歳群の抗体保有率は61.9％と非常に低い値を

示した．これは，30～39歳群に1975～77年生まれとみら

れる検体が21検体中10検体含まれていることに起因して

いると考えられた．1975～77年生まれは，定期予防接種

の対象年齢だった当時使用されていた生ワクチンの効果が

低かった ために１型に対する中和抗体保有率が低いこ

とが指摘されている ．今回の調査における1975～77年

生まれの検体の１型に対する８倍以上の中和抗体保有率は

全国の70％以上 と比較して50％となり，非常に低い値

を示した．ポリオ流行国から周辺地域へのウイルスの拡散

には，ウイルスに不顕性感染した成人の渡航者が関与して

いる可能性が大きいと指摘されている ．また，2016年現

在，野生株ポリオウイルスの流行がみられるのは１型のみ

である ．そのため，日本においてもポリオウイルス１

型に対する中和抗体価の低い成人がポリオ流行国に渡航す

る際にはワクチンの追加接種を行う必要があると考えられ

た．

今回の調査において，３歳以下の群では３型に対する幾

何平均抗体価が１型に対するそれを上回っており，４歳以

上の群とは異なる傾向を示していた（図２）．これは，

2012年９月よりポリオのワクチンが不活化ワクチンに切

り替わった ことにより，３歳以下の群及び４～９歳群

の一部の検体が不活化ワクチンを接種していることに起因

していると考えられた．生ワクチンの場合，血清型の違い

によって腸管におけるウイルス増殖能力が異なり，その結

果誘導される抗体価にも違いが生じることがある のに

対して，不活化ワクチンでは３つの血清型でほぼ同等の抗

体価が誘導されるとの報告がある ．今回，生ワクチン及

び不活化ワクチンの抗体誘導状況を比較するため，ワクチ

ン接種歴の記載があった14歳以下の群の検体において，

接種ワクチン種別の抗体価の比較を行った（図４）．その

結果，１型については生ワクチンの接種歴がある群の方が

高い幾何平均抗体価を示す一方で，２型と３型に関しては

不活化ワクチンの接種歴がある群の方が高い幾何平均抗体

価を示した．生ワクチンの接種歴がある群は不活化ワクチ

ンのみを接種した群よりも比較的年齢が高いため，時間の

経過とともに抗体価が低下していることを考慮する必要は

あるが，１型に対する抗体誘導能は生ワクチンの方が高く，

３型に対する抗体誘導能は不活化ワクチンの方が高い傾向

があることが推察された．また，今回の結果をみる限りで

は，不活化ワクチンの１型に対する抗体誘導能は生ワクチ

ンよりも低い可能性が示唆されるため，不活化ワクチン接

種群の１型に対する中和抗体価の推移について今後も継続

して調査を行う必要がある．また，不活化ワクチンの接種

図2 年齢群別幾何平均中和抗体価 図3 年齢群別中和抗体価保有率（８倍以上)
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回数が１回の検体においてすべての型に対する抗体誘導が

充分ではない傾向がみられるため（図４），十分な抗体価

を得るためには不活化ワクチンの４回接種を遵守すること

が重要と考えられた．

日本においては，定期接種における使用ワクチンが生ワ

クチンから不活化ワクチンに切り替わる直前の2011～12

年に全国的な接種率の低下がみられたが，その他の時期に

ついてはおしなべて90％以上の接種率となっている ．

北海道においても，2012年度調査における０～１歳群の

生ワクチン接種率は65％という低い値を示したが ，今

回の調査で2012年にポリオワクチンの接種年齢であった

と考えられる３～４歳群のワクチン接種率は100％となり，

不活化ワクチン導入後に追加接種等を行った可能性が高い

と考えられた．しかし，０～１歳群のワクチン接種率は

71.4％であり，昨年の接種率70.8％ 同様低い値を示し

た．ただ，０～１歳群のワクチン未接種との申告があった

４検体のうち，ワクチン接種可能月齢に達したばかりの１

検体を除く３検体ではすべての血清型に対して高い抗体価

が認められた．生ワクチン由来のウイルスが二次感染した

場合，すべての血清型に対する抗体価が一律に上昇すると

は考えにくいため ，接種歴の情報に誤りがあった可能性

が否定できない．また，不活化ワクチンのみ接種との申告

があった26検体のうち，ワクチンの接種回数について正

確に記載があったのは３検体のみで，ほとんどが「２回以

上接種」または「接種回数不明」との回答だった．不活化

ワクチンの効果を正確に検証するためには，少なくとも幼

児における接種ワクチン種別と接種回数の調査を正確に実

施する必要がある．

現在，野生株ポリオウイルスの常在国はパキスタンとア

フガニスタンの２カ国となり，患者数も大幅に減少し

た ．しかし，一度ポリオウイルスを排除した国でも，

シリアやギニアのように紛争や緊急事態の発生のためにワ

クチン接種率及び抗体保有率が低下し，ポリオが再流行し

た事例は未だ確認され続けている ．したがって，ポ

リオウイルスのすべての型が全世界で根絶されるまでは，

ワクチンの接種率と抗体保有率を高い値で維持することが

重要である．そのためにポリオウイルスに対する中和抗体

価の推移を継続的に監視し，集団の免疫状況及びワクチン

の効果を正確に把握することが，わが国のポリオ対策及び

世界的なポリオの根絶に向けた活動に必要である．

本稿を終えるにあたり，検体採取にご協力頂きました社

会医療法人母恋天使病院，北海道立子ども総合医療・療育

センター，市立札幌病院，北海道赤十字血液センター及び

関係機関各位に深謝いたします．
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