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た意味合いで併用するとよいでしょう．結果的に副作用のリスクが高い鎮痛

薬が減量できれば望ましいですが，患者さんが鎮痛薬併用の希望が強い場合

は，そのまま併用してもよいでしょう．貴重なご質問ありがとうございました．

締めくくりに
　四肢末端型の冷えについて解説しました．屋外で働く職業が多い離島や山間地

の地域医療ではしもやけに対する当帰四逆加呉茱萸生姜湯がたいへん役立ちまし

た．また，四肢の冷えを伴って出現する頭痛や腹痛など複数の症状を同時に治療

できるのも漢方治療の醍醐味です．

　また，今回は質問をいただけたことで，双方向性の議論ができました．読者

の皆様にも参考になれば幸甚です．今後とも読者の方々から漢方治療に関す

る「素朴な疑問・質問」，「連載で取り上げてほしいテーマ」，「本連載が役立っ

た症例」をメールで募集中です．お気軽にメールをください（問い合わせは pc-

magazine@primed.co.jp まで）
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近況
この原稿を書いている 2 月下旬は新型コロナウイルス感染症が水際対策の時期から感染蔓延期に移行し
ている時期です．様々なイベントや集会が自粛ムードで，これからどうなってしまうのだろうと不安な気
持ちで原稿を書いています．中国では，COVID-19 に対して清

せいはい
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散エキス（No.17）で近い処方が作れそ
うです．とはいえ，胃腸の弱い人，倦怠感が強い人には，あわない可能性もあり，それぞれの生体反応に
応じた漢方治療が必要でしょう．我国の歴史を振り返ると，大正時代に流行したスペイン風邪に対して有
名な漢方医が漢方治療で対応してきた記録がいくつも残されています．感染が終息することを願いなが
ら，今後一般のプライマリ ･ ケア外来でも COVID-19 に対応する必要がでてきたときには，本連載の「風
邪に対する漢方の考え方・使い方」が役立って欲しいと思っています．

肺炎球菌感染症とは
　肺炎球菌感染症とは，肺炎球菌による疾病の総称で肺炎のほかに中耳炎，副鼻

腔炎，髄膜炎などが含まれる．肺炎球菌は主に乳幼児の鼻腔咽頭に 40 〜 60％

と高頻度に保菌され，成人では 3 〜 5％に保菌されている 1）．小児では無症状で

の保菌が多い．感染経路は飛沫感染であり，小児の細菌感染症の主な原因菌であ

る．また成人の市中肺炎の起因菌では 38％と最も多い 2）．肺炎球菌が髄液や血

液などの無菌部位に侵入すると髄膜炎，菌血症を伴う肺炎，敗血症などの侵襲性

肺炎球菌感染症（invasive pneumococcal disease：以下 IPD）を引き起こす．

治療は抗菌薬投与および全身管理であるが，近年，薬剤耐性菌の出現も問題となっ

ている 3）．国内の成人 IPD の好発年齢は 60 〜 80 代で 4）基礎疾患を有するこ

とは発症のリスクとなり 3），65 歳以上の成人（以下，高齢者）の罹患率はおよ

そ 5/10 万人・年であり致命率は 6％台と高い 1）．成人の肺炎球菌感染症とりわ

け IPD の予防には日常診療での基礎疾患の管理とともに肺炎球菌ワクチンが重要

となる 3）．

二つの肺炎球菌ワクチン
　菌の表層全体を覆う多糖体である莢膜は，肺炎球菌の病原因子のなかで最も重

要であり，97 種類の莢膜型が報告されている 3）．ある莢膜型の肺炎球菌に感染

するとその型に対する抗体が獲得され，同じ型には感染しなくなるが，別の型に

は抗体がないため感染が成立し発症する 5）．したがって，肺炎球菌による発症や

重症化を予防するためにはさまざまな莢膜型の抗体をあらかじめ獲得しておく必

要がある 5）．肺炎球菌ワクチンはこの莢膜多糖体を抗原としている 3）．以下に 2

種類のワクチンの特徴と接種するうえでの考え方を紹介する．

◎ 23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン（PPSV23）: ニュー
　モバックスⓇ NP
　23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン（以下 PPSV23）は，莢膜多糖

体からなる不活化ワクチンで，23 種類の莢膜型を有する．接種による免疫応答で

は，T 細胞を介さないため免疫記憶は獲得されず，B 細胞の活性化により IgG 抗

体のみが獲得される．IgG 抗体は経年的に減弱し，減弱するとワクチン血清型の菌

に対して予防効果は期待できない 3）．接種により，高齢者のワクチン血清型の IPD

・
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を 39％減少させ 6），5 年以内の接種により，すべての肺炎球菌による市中肺炎を

27.4％，ワクチン血清型の肺炎球菌による市中肺炎を 33.5％減少させた予防効果

が報告されている 7）．

　2014 年 から 5 年 間 限 定 で 65 歳，70 歳，75 歳，80 歳，85 歳，90 歳，

95 歳および 100 歳になる人を対象に定期接種となった．2019 年度以降はさら

に 5 年間の期限で，同年齢を対象に定期接種が継続されている 8）．初回接種後の予

防効果は 3 〜 5 年で低下するとの報告がある 9）．再接種による予防効果について

明確なエビデンスは報告されていないが，再接種後の免疫原性は初回接種時と同等

であり，初回接種時と同等の予防効果が期待されている 10）．また，再接種時の局所

および全身性の副反応の頻度は初回接種時より高いもののいずれも軽度で許容範囲

と考えられている 10）．以上より症例によっては追加接種を繰り返してもよいと考え

られ，接種後 5 年以上の間隔をおいて再接種することができる 10）．

◎沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV13）: プレベナー 13 Ⓡ水性
　懸濁注
　沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチン（以下 PCV13）は，莢膜多糖体に無毒化

したジフテリア蛋白を結合させた蛋白結合型の不活化ワクチンで，13 種類の莢

膜型を有する．接種により T 細胞と B 細胞が活性化され，形質細胞による IgG

抗体の産生とメモリー B 細胞による免疫記憶が獲得される．そのため記憶された

莢膜型の菌が侵入すると速やかに IgG 抗体産生能が誘導（ブースター効果）され

免疫能が高まる 3）．

　小児に対する 7 価肺炎球菌結合型ワクチン（PCV7）の公費助成が 2010 年

に開始され，2013 年 4 月より定期接種となり，同年 11 月より PCV13 に切り

替えられた．PCV7，PCV13 の導入により小児の IPD，とくに髄膜炎は 87％

も激減している 4）．一方，高齢者に対しては 2014 年より適応拡大され，任意接

種することが可能となった．PCV13 接種により高齢者のワクチン血清型の IPD

を 47 〜 57％減少させ，ワクチン血清型の肺炎（非侵襲型）を 38 〜 70％減少，

すべての原因の肺炎を 6 〜 11％減少させた予防効果が報告されている 11）．

　小児への PCV7 および PCV13 接種の間接効果（集団免疫）により，成人

IPD 症例の PCV13 血清型（莢膜型）は劇的に減少したが，一方 PCV13 に含

まれない血清型が増加し血清型置換が報告されている（図 1）．

ワクチンの安全性
　いずれも接種後の局所反応や発熱などワクチン接種による一般的な副反応以外

に，特異的な副反応は報告されていない 1,12）が，接種前に被接種者に十分に説明

し理解してもらう必要がある．なお，皮膚浅くに接種すると接種後に皮膚のびら

んや潰瘍が生じる報告があり，深めの皮下接種または筋肉内注射を推奨する．

接種推奨について
　PPSV23 は前述のとおり定期接種となっている 8）．一方，PCV13 は 2014



追記注
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29日にプレベナー13Ⓡの新
たな適応として，肺炎球菌に
よる疾患に罹患するリスクが
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年に 65 歳以上に適応が拡大された．同年に米国予防接種諮問委員会（ACIP）

では高齢者に対して PCV13，PPSV23 の両方を定期接種とし，これらを連続

接種することを推奨したが 13），日本呼吸器学会・日本感染症学会の合同委員会

は，エビデンスが不十分であり連続接種の推奨を全面的には受け入れるべきでは

ないとしてきた 14）．また，2018 年の厚生労働省の予防接種基本方針部会では，

国内の IPD や肺炎原因菌の血清型分布などを検討し PCV13 を高齢者に対する

定期接種に指定しないと結論された 15）．今回 2019 年 6 月の ACIP において，

PPSV23 はこれまで同様に推奨されたが，小児への PCV13 定期接種の集団免

疫効果により高齢者の同ワクチン血清型の感染が劇的に減少したことから費用対

効果も考慮し，高齢者への PCV13 の定期接種や一律の PCV13-PPSV23 の連

続接種は推奨しない方針に変更され，患者背景を考慮して PCV13 接種を推奨す

ることとした 11）．これを受けて，日本呼吸器学会・日本感染症学会の合同委員会

は，「65 歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種に関する考え方（第 3 版）」

を公表し，PPSV23 の定期接種の推奨を継続し，PCV13 接種後に PPSV23

接種（定期または任意接種）を受ける連続接種についても可能な選択肢であると

の考えを示した 16）．PCV13 と PPSV23 の接種間隔などの詳細は同委員会の

Web サイト 16）を参照されたい．

　以上，PCV13 は高齢者の定期接種には指定されていないものの，接種しな

いことが勧められているわけではなく，その効果や安全性は確認されており 11），

患者背景を考慮して接種する必要があることに注意する．また，2016 年時点

の PPSV23 接種率は 40％ほど 1）に留まっており，接種率の向上が必要であ

る．適切に PPSV23 や PCV13 の接種を勧め，被接種者と共有意思決定を行い

（shared decision making），接種を実施し IPD から患者や地域住民を守るこ

とは私たちプライマリ・ケア医の役割であろう．また日本では成人 IPD の調査・

研究に限界があるが，前述のとおり IPD 症例の莢膜型の変化が報告 4）されており，

将来的にはさらに幅広い血清型をカバーするワクチンやすべての肺炎球菌に共通

する抗原をターゲットとした次世代型ワクチンの開発が望まれ，今後の動向にも

注意が必要である 3,17）．
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略歴
2001 年佐賀医科大学卒．佐賀大学病院・総合診療部からの派遣で北海道雨竜郡幌加内（ほろかない）町
の町立国保病院および同町保健福祉総合センターに 3 年間勤務し 6 種の任意接種ワクチンの公費全額助
成に関与．佐賀大学・地域医療支援学講座講師を経て 2018 年より現職．プライマリ・ケア認定医，総
合内科専門医，社会健康医学修士（MPH），博士（医学）．

近況
北海道の幌加内町でみなさんに特訓していただき，2009 年に全麺協・素人そば打ち二段位を取得しま
した．以来，幌加内産の蕎麦粉で年越しそばを打つ時，それはわたしが家庭内で唯一輝く瞬間です．また，
最近はザ・パット・センナーズというバンドでパッとしないウクレレ・ボーカルを担当しています．は
やくライブがしたいです．


