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(1990年2月4日受付、 1990年10月5日受理)
は じ め に
東アジアはアフリカとともにB型肝炎ウイル
ス(以下HBV)の感染率が高く、その対策が重
要な課題となっている1)0
近年、 HBグロプリソならびにワクチソ製剤
の開発によりHBV感染の予防法が確立され、
特に、母児間感染の予防において多大な成果を
挙げているO また、台湾等の高浸淫地区におい
ては、新生児全員にワクチソを接種するという
国家的なHBV感染ブロックのstrategyが検討
されている2)。
しかし一方で、 HBV感染は自然減少の傾向

内に、沖縄県立宮古病院を受診した健康人でそ
の内訳は
1)人間ドック受診者:1988年4月から同年12
月までの期間に同院の人間ドックを受診した健
康人594人(男: 465人、女: 129人)0
2)小児科外来受診者: 1987年5月から同年12
月までの期間に受診した小児333人。
3)HBVキャリアの家族:HBVキャリアの家
族調査として、検診等で発見された17例の調査
の際に受診した35名。
方法: HBs抗原・抗体、 HBc抗体、ならびに
I蝕抗原・抗体はすべてEIA(Emyme Immunoassay
によって測定された。

にあり、特に、この10数年、本邦においてその
傾向は著しい。その原因として、注射器具にお
けるディスポーザブル製品の普及やHBVキャ
リアに対する指導、教育などの啓蒙活動の浸透
などが挙げられている3)0

1.年齢別のHBV保有率と暴露率
HBs抗原の陽性率は20歳代の後半より30歳代

我々は、沖絶県のHBV保有率が高いことを
報告してきたが、その沖組県においても近年
HBV感染は減少傾向にある4) 0
今回の調査は、沖縄県の中で最もHBV暴露

にかけてピークを認め、それ以下の年齢では、
年齢が高くなるに従い高くなり、逆にそれ以上
の年齢では、年齢が高くなるに従い陽性率が低
下する傾向にあった。しかし、各々の年齢層に

率の高い宮古地区における過去のHBV感染の
蔓延ならびに現在における感染の自然減少傾向
の原因の解明を目的とした。

おいて前年齢階級との間に陽性率の差を認めな
かった。しかし、 10歳未満と10歳代、 10歳代と20
歳代で比較した場合、それぞれで差を認めた

結

果

(Table l)c

対象と方法

一方、 HBs抗体の陽性率は全体で37.2%であっ
た。年齢別に検討すると、年齢が高くなるに従

対象: 1987年5月より1988年12月までの期間

い陽性率が増加する傾向にあるが、 40歳以上で
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Table 1 Prevalence of HBsAg and AntトHBs by age in Miyako district

Age No.Tested HBsAg positive(%)
0‑

9

235

10‑19

99

20‑29

23

Anti‑HBs positive(%)

0

2 ( 0.9)
10 (10.1)

3.0)

7 (30.4)

3 (13.0

61

46.9)

30‑39

130

24

40‑49

235

38 (16.2)

135 (57.4)

50‑59

172

16

108

33

2

60‑

Tota1

927

18.5)

9.3

62.8)

22 (66.7)

6.1】

86 ( 9.3)

345 (37.2)

*pく0.05
** pく0.01

Table 2

Age‑specific pos托ive rate of Anti‑HBc and Exposure rate of HBV in Mかako district
Age o. Tested Anti‑HBc positive(%)
15‑19

0

0

20‑29

23

15 (65.2)

30‑39

130

102 (78.5)

103 (79.2)

40‑49

235

203 (86.4

210 (89.4)

50‑59

172

152

157 (91.3)

60‑

33

Total

Table 3

Exposure rate(%)

15 (65.2

88.4

31 (93.9)

31 (93.9)

594

503 (84.7)

516 (86.9)

Prevalence of HBeAg and AntトHBe by age among HBsAg positive carriers in Miyako district

Age No. Tested HBeAg positive(%)
0‑19

0

20‑29

0

30‑39

22

40‑49
50‑

Tota1

Anti‑HBe positive(%)
0
2

100)

4.5)

20

38

0

37 (97.4)

17

0

16 (94.1)

79

1

1 ( 1.3)

は60%前後で一定していた。この場合も各々の
年齢層で前年齢階級との間に陽性率の差を認め
なかったが、 HBs抗原の陽性率と同様に若年者
層において10歳ごとの年齢階級の比較において
差を認めた(Table l)c
HBc抗体の陽性率は20歳以上対象者について
検討したが、全体の陽性率が84.7%で、この場

90.9)

75 (94.9)

合もHBs抗体の陽性率と同様に年齢とともに高
率となる傾向を認めた。さらに、同様の対象群
で、 HBVマーカーのいずれ一つ以上が陽性で
あった者は516人(86.9%)で、 HBc抗体の陽性
率より若干高率であった。
HBc抗体まで含めた暴露率とHBs抗原・抗体
のみで検討した場合の暴露率を比較すると、前
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者が15%以上も高率であり、正確な暴露率を求
めるためにはHBc抗体の測定が必要であること
が示された。また、この事は高齢者において顕
著であった(Table2)c
2. HBe抗原・抗体陽性率
今回発見されたHBs抗原陽性老86名のうち79
名に対してHBe抗原・抗体の検索を行った。
79名中、 HBe抗原陽性例は30歳代の1例
(1.3%)のみで、 75名(94.9%)が、 HBe抗体
陽性であった(Table3)0
3.キャリアの家族調査
17例のIJBs抗原陽性者の家族調査が施行され
た。この場合、調査の発端となった HBVキャ
リアは全て成人のキャリアであった。これらの
中で母親の調査ができたのは8例で、そのうち
2例(25.0%)が、 HBs抗原陽性であり、 6例
(75.0%)がHBs抗体陽性であった。また、同
胞は4世帯7名が調査され、全例がHBs抗原陽
性であった。さらに、子供は17名が調査され、
そのうち3名(17.6%)がHBs抗原陽性で、 1
名(5.9%)がHBs抗体陽性であった(Table4)。
考

案

1. HBVの感染源の減少
宮古地区におけるHBV感染は年齢によって
明らかな差を認め、 20代を境にそれ以上の年齢
層ではHBVの暴露率が高く、 20歳未満では感
染者の数が極端に減少している。
成人ではHBV保有率が14.0%と高く、日本
の全体のHBs抗原陽性率が1.5‑2.0%である5)
ことを考慮すると、宮古地区はHBV感染に関
しては特殊な地域と言える。
一方、これらキャリアの中で、一般的に感染
力が強いとされるHBe抗原陽性例が>yなく、 HBV

は20歳以下の年齢層でHBs抗原・抗体の陽性率
がともに減少している。
以上のことより、宮古地区において、現在は
感染源そのものが非常に減少していることが判
る。

2.水平感染の減少の原因
日本を含めて、アジア地区のキャリアは通常
3歳以下の年齢でIiBウイルスに感染しキャリ
ア化している。また、幼少児期の感染の主な原
関に母児間感染と家族内の水平感染が挙げられ
ている6,7)
宮古地区において、過去にHBVキャリアが
増加した原因として、家族調査でみる限り、主
に兄弟間の水平感染であろうと推定される。さ
らに、成人の暴露率が高いことから、その当時
(現在の成人が幼少であった時期) 、感染は兄
弟間に留まらず、地域全体にその流行があった
ものと推測される。しかし、その後HBV感染
は急激に減少している。では、いつ頃から感染
が減少してきたのであろうか。
我々の以前の同地区一般住民における調査で
は、 1950年代の後半にHBV感染率のピークを
認め、その後、感染は急激に減少しており、特
に、最近の10年間は感染の減少が著しい8)0
HBVの水平感染の減少は全国的に認められ
るが9)、宮古地区程著しく減少した地域は他に
頬をみない。僅か20年の間に、東南アジア等の
発展途上国に匹敵するHBV汚染地域から欧米
並の非汚染地域に変化している。その間に、も
ちろんHBVワクチソなどの特別な感染対策は
なされていないのである。
同地区の水平感染減少の原因として以下のこ
とが考えられる。
1)ディスポーザブル製品の普及
この10年注射器具におけるディスポーザブル

保有率が高い割に感染源となるキャリアの数は
少ないことがわかる。また、成人で9割近い住
民が何等かのHBV感染を受けており、これら
の世代ではHBウイルスに対する感受性をもっ

製品の普及は目ざましく、そのことがHBV感
染の減少にも多大な影響を与えているものと推
定されている3)0
HBウイルスは医療行為によって伝染するこ

ている者も減少していると言える。
小児期のキャリアはHBe抗原陽性の場合が多
く、感染源になりやすいが、宮古地区において

とはよく知られている。特に感染の流行という
ことになると、多くの住民を対象とする検診や
予防接種が問題となる。中でも予防接種は通常
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乳幼児を対象とすることより、過去におけるキャ
リア増加の原因と考えている研究者も多い10)
宮古地区においても、以前にフィラリアが蔓
延し、その撲滅対策のために全住民を対象とし
た検診が実施された。その際の耳果採血が、
HBV感染流行の原因になった可能性について
調査したが明らかな因果関係はなかった.
2)キャリアの教育、指導の浸透
この数年HBウイルス感染についての研究が
進み、その成果が日常の臨床に活用されるよう
になった。また、献血等で発見されたキャリア
に対する指導方法が確立され、一般住民のHBV
感染に関する理解も深まった11)
このような、一般住民、あるいは医療従事者
に対するHBV感染についての啓蒙活動の普及
は当然感染の減少をもたらしたものと思われる。
3)家族構成の変化
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にI岱V感染も減少した13)フィラリアは沖絶
県に広く生息するネッタイイエカによって伝播
したとされる。一方、 HBVもまた蝦などの昆
虫によって伝播する可能性があると言われてい
る14)一般に衛生環境の改善は蝦の減少をも
たらす、例えば、上水道の普及は井戸を減少さ
せ、蝦の繁殖の場を減少させた。
HBウイルスの感染の原因として、母児問垂
直感染、医療行為、医療事故、あるいは性行為
などによる感染がよく知られている15)が、東
南アジアやアフリカなどの発展途上国における
感染の流行はこれらの要田だけでは説明が難し
い HBV感染の蔓延は衛生環境を含めた社会
環境に大きく左右されるものと思われる。例え
ば、同じ発展途上国内においても農村地区と都
市地区とでは感染率に差があると言われ16)、
また、生活水準にも影響されるようである17)。

近年、本邦では核家族化の傾向にあり、この
事は特に都市地区において著しい。また、農村
地区においても大家族制から核家族制へ移行し
ており1世帯当りの家族数が減少している。さ

宮古地区のHBV感染はこの数年の間に急激

らに、 1夫婦当りの子供の数も減少傾向にあり、
すなわち、兄弟の数が減少している。
小児期のキャリアは一般にHBe抗原の陽性の
場合が多く、感染源になりやすい。そして、子

に減少した。もちろん、これはI壬Bワクチソに
よるものではない。
HBV感染を減少させるには、その感染源と
なるHBVキャリアを減少させることが重要で

供同志の交流はHBV感染の蔓延に好機会を与
えていると考えられる。
例えば、精薄施設などの大勢の子供が共同生
活を送っているような環境では、 HBV感染の

ある。それには母児問感染ブロックももちろん
大切であるが、それと同時に小児期の水平感染
を減少させるよう努力しなければならない。
HBVの水平感染は衛生環境を含め、その地域

蔓延がみられる12)。これは、特に精薄施設に
おいては自傷あるいは他傷行為なども感染の要
田となり得るが、感染源となるキャリアと生活
を共にする中で、自然に感染機会が増えてくる
ものと思われる。

の社会環境に大きく影響されるものと思われ、
広く、公衆衛生の立場からこの問題に取り組む
必要がある。

本邦の一般社会において生活を共にする子供
の数の減少は乳幼児期のHBV感染の減少をも
たらし、この事はさらに感染源となるキャリア
を減少させ、社会全体のHBV感染を減少させ
た原因と推定される。
4)衛生環境の変化
かつて宮古地区はフィラリア感染の流行地で
あったが、近年、フィラリア感染の減少ととも
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