
― 904 ―

抗体価測定方法の検討

と

当院で作成した流行性ウイルス疾患抗体価

管理ソフトを用いた解析結果

つるぎ町立半田病院 院内感染対策委員会

○尾形和哉、橋本隆信、竹内亜紀、岸由希枝、西谷百合子、中園雅彦、山本高也

抗体価測定方法の再検討と当院で作成した流行性
ウイルス疾患抗体価管理ソフトを用いた解析結果に
ついて報告したいと思います。

日本環境感染学会より「医療関係者のためのワクチンガイドライン
第２版」が刊行されたことで、当院でのウイルス性疾患の抗体価測
定とワクチン実施について見直しを行った。

これらワクチンプログラムの変更による、抗体価分布率の変化とそ
れに伴う費用対効果について解析した。

はじめに（概要）

（はじめに）
日本環境感染学会より医療関係者のためのワクチ

ンガイドライン第２版が刊行されたことで、当院で
のウイルス性疾患の抗体価測定法に問題が見られた
ため見直しを行いました。

これらワクチンプログラムの変更による、抗体価
分布率の変化とそれに伴う費用対効果について解析
しました。

【目的】 見直した抗体価測定法を用いて、今年度再検査を

行った水痘･流行性耳下腺炎について測定法変更前後の

抗体価分布率とワクチン接種費用の変化を比較する。

【方法】 職員健康診断の血液検査時に下記の方法で測定を実施。

・流行性耳下腺炎(変更前:HI法 変更後:EIA/IgG)
・水痘(変更前:CF法 変更後:EIA/IgG)

データ管理：当院で作成した抗体価管理ソフトを使用し

抗体価分布率とワクチン接種費用について解析する。

目的・方法

【目的】については、見直した抗体価測定法を用い
て、今年度再検査を行った水痘とムンプスについて

測定法変更前後の抗体価分布率とワクチン接種費用
の変化を比較することです。

【方法】については、今年度の職員健康診断時に変
更後の測定法を用いてワクチン接種対象者が多かっ
た水痘とムンプスについて測定を実施し、当院で作
成した抗体価管理ソフトを使用し昨年度と今年度の
抗体価分布率とワクチン接種費用について解析しま
した。

疾患名 検査方法

免疫なし 免疫あり

(－) (±) (＋)

麻疹 HI法*2 8倍未満 8,16倍 32倍以上

風疹 HI法 8倍未満 8,16倍 32倍以上

水痘*1 CF法*3 4倍未満 4,8,16,32倍 64倍以上

流行性*1

耳下腺炎
HI法*2 4倍未満 4,8,16,32倍 64倍以上

改定前は 改定後は

*1 改定前の検査法については当院で独自に策定したものである。
*2 麻疹･流行性耳下腺炎は赤血球凝集抑制法(HI法)では測定しないこと。
*3 4疾患とも補体結合反応(CF法)では測定しないこと。

*2･3日本環境感染学会刊行の「医療関係者のためのワクチンガイドライン」より抜粋。

疾患名 検査方法

免疫なし 免疫あり

(－) (±) (＋)

麻疹

EIA/IgG法

2.0未満 2.0～16.0 16.0以上

風疹 2.0未満 2.0～8.0 8.0以上

水痘 2.0未満 2.0～4.0 4.0以上

流行性
耳下腺炎

2.0未満 2.0～4.0 4.0以上

当院の抗体価基準

改定前と改定後の検査法と基準について表にした
ものです。

改定前の麻疹･水痘･ムンプスについては、日本環
境感染学会刊行の医療関係者のためのワクチンガイ
ドラインにおいて推奨されておらず、今回見直しを
行いました。

改定後は、抗体の検出速度と再現性に優れている
ことからEIA/IgG法を選択しています。
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水痘抗体価の分布率
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水痘抗体価の分布率について、赤が陰性、黄色が
疑陽性、青が陽性を示したものです。

CF法で検査時は多数の職員がワクチン接種必要
であったが、変更後はほぼ100%の職員がワクチン
接種不要となりました。
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流行性耳下腺炎抗体価の分布率
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ムンプス抗体価の分布率について、HI法で検査
時はほとんどの職員がワクチン接種を必要としてい
たが、測定法改定後７割が抗体価陽性となりました。

今回は水痘・ムンプスで集団の母数が違うため割
合のみの表示にしています。

ワクチン接種回数について

ワクチン接種回数

抗体価 改定前 改定後

陰性 1回 2回

疑陽性 1回 1回

陽性 0回 0回

※ワクチンの接種回数は「2回」までを原則とする。

・抗体価陰性者に対するワクチン接種は少なくとも1ヵ月以上あけて、2回の接種を行う。

抗体価測定後のワクチン接種回数について表にし
ました。

改定前は疑陽性者も陰性者も同じ１回接種でした
が、改定後は陰性者に対しては２回のワクチン接種
を行うこととしました。２回の接種後抗体がつかな
い職員に対しては、違うメーカーのワクチンに変え
てみることも考えていますが、現在検討中です。

２回の接種は少なくとも１か月以上あけて行うよ
うにしています。

又、原則は２回までの接種としていますが、２回
の接種後抗体がつかない職員に対しては、違うメー
カーのワクチンに変えてみることも考えています
が、こちらは現在検討中です。

水痘・流行性耳下腺炎の費用変化

変更前 変更後 差額

検査費用 68,160円 195,960円 +127,800円

ワクチン費用 693,240円 125,490円 -567,750円

合計 761,400円 321,450円 -439,950円

検査法の変更により検査費用の増加はあったが、不必要なワクチ
ン接種の予防と総合的なコスト削減に繋がった。

検査費用としては127,800円のコスト増となりま
したが、ワクチン費用でみた場合は567,750円のコ
スト削減となりました。ワクチン接種費用について
は、改定後の陰性者に対してはワクチン２回接種で
計算を行っています。

トータルコストでは、439,950円の削減となり、
これは不必要なワクチン接種の抑止効果があったと
考えています。

➣検査法の違いにより、ワクチン接種対象者が大きく変わってくる。

➣検査法見直しにより、439,950円のコスト削減になった。

➣院内感染対策委員会で作成した、ワクチンプログラムに沿って対象者へのワク

チン接種を推奨していく。

➣ワクチン接種完了後も抗体価保有率を確認するため、定期的に抗体価測定を

実施出来るように上層部へ働きかけていく。

まとめ・今後の課題

まとめとしては、検査法の選択によってワクチン
接種対象者が大きく変化することと、

適切な検査法の選択は結果としてコスト削減につ
ながるということが分かりました。

今後の課題は、この結果を元に当院感染対策委員
会で各個人に最適化した、ワクチンプログラムに
沿ってワクチン接種を推進していくことと、ワクチ
ン接種後も抗体価保有率を確認するため、定期的な
抗体価検査を実施できるように働きかけていきたい
と思います。

ご清聴ありがとうございました。




