
仙台医療センター医学雑誌 Vol 4, 2014 

短報 

 

鼻噴霧式インフルエンザ生ワクチンの力価 
についての検討 
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１ はじめに 
鼻噴霧式インフルエンザ生ワクチン (Flumist®, 

MedImmune 社, USA) は、2003 年にアメリカ食品

医薬品局(FDA)により認可されたワクチンで、アメ

リカでは約 10 年の使用実績があり、臨床試験でも

一定の効果が確認されている。2 歳から 49 歳まで

の接種に限ることや、免疫不全患者・妊婦への投与

禁忌など接種の条件に不活化ワクチンにはない制

限があるものの、注射の必要がなく、不活化ワクチ

ンとほぼ同等以上の成績をもつとされている 1）。日

本では、政府により認可されているインフルエンザ

ワクチンは不活化ワクチンだけであり、生ワクチン

である Flumist®は認可されていない。しかしなが

ら、インターネットの情報によれば、医師の裁量と

しての使用が許されることもあってか、実数は不明

だが一部の医療機関が個人輸入して使用している

ことが明らかであり、日本でも毎年少なくない数の

接種が行われているものと推測される。だが、本邦

で実際に使用されたワクチンでのインフルエンザ

予防効果や、使われたウイルスの力価の担保といっ

た解析は、なされていない。 
2013-2014 年シーズンにおける Flumist®は、4

種の弱毒化したインフルエンザウイルス：

A/California/7/2009 (H1N1)pdm、A/Texas/50/2012 
(H3N2)、 B/Yamagata/16/88、 B/Victoria/2/87 を

含んでおり、１製品 0.2ml 中にそれぞれの株ウイル

スを 10 6.5から 107.5 fluorescent focus units (FFU)
含んでいるとされている。生ワクチンのため、2-8℃
の保存が義務付けられており（凍結不可）、メーカ

ーによれば有効使用期限も製造後 18 週と短く設定

されている。生ワクチンが流通段階において十分な

力価を保っているか、これまで麻疹ワクチンや水痘

ワクチンで検討された報告はあるものの 2,3)、イン

フルエンザ生ワクチンでは、我々の知る限り報告は

ない。今回われわれは、2013 年に日本に輸入され

た Flumist®に含まれる 4 種のウイルス株の力価に

ついて検討した。 
 
２ 方法 
材料 

ウイルス：輸入した Flumist® (Lot Number: 
BH2174 ; 使用期限: 2013年11月25日)を用いた。

入手までのコールドチェーンは、輸入代行業者によ

れば厳格にコントロールされているとされており、
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当センター到着後も、つねに４℃の冷蔵庫で保管し、

実験は使用期限内である 2013 年 9 月に行った。 
抗体：下記の抗血清は非特異的インヒビターと赤

血球自然凝集素の除去の前処理を行い、10 倍希釈

されたものを用いた。 
１． インフルエンザウイルス HI 試薬「生研」 

A型HI抗血清A/California/7/2009（H1N1) 
pdm09 Lot no.020101 (デンカ生研) 

２． インフルエンザウイルス HI 試薬「生研」 
A 型 HI 抗 血 清  A/Victoria/361/2011 
(H3N2) Lot no.013051 (デンカ生研) 

３． インフルエンザウイルス HI 試薬「生研」  
B 型 HI 抗血清 B/Florida/4/2006 (山形系

統) Lot no.029061 (デンカ生研) 
４． インフルエンザウイルス HI 試薬「生研」 

B 型 HI 抗血清 B/Brisbane/60/2008 (ヴィ

クトリア系統) Lot no.020101 (デンカ生研) 
 

力価測定 
ウイルスの力価測定は、MDCK細胞を用いた寒天

プラーク法を用いて行った4）。 
 

生ワクチンに含まれる各株のウイルスの純化 
Flumist® に含まれる4種のウイルスのうち、各1

種のウイルスのみを選択するために、他の3種類の

ウイルスを抗体を用いた中和により不活化させる

目的で、残り3種のウイルスに対する抗血清各50 µl
を混合させた4通りの組み合わせの溶液150 µlずつ

を作成した。また、それらのコントロールとして抗

体を含まないPBS 150 µl、4種に対する抗体のすべ

てを各50µlずつを含む200 µlの溶液を作成した。 
中和反応は、上述の準備した6つの溶液に、

Flumist® 原液の100倍希釈液50 µlを入れてよく

混合し、室温で30-60分反応させることにより行っ

た。反応後それぞれの溶液の10-1~10-4までの希釈系

列を作成し、それらを単層上に培養したMDCK細胞

に100 µlずつ接種し、ウイルスを感染させた(n=3)。
33℃で1時間反応させたのち、5 µg/mlのトリプシン

と0.8%アガロースを含む培養液を細胞表面に重層

し、室温で放置し培養液が固まったのち、2日間、

33℃、5％炭酸ガス下で培養した。 
培養期間経過後、重層させた寒天層を除き、0.1 % 

ホルマリンを含む 0.05％ メチレンブルー染色液

を用いて染色し、ライトボックスを用いてプラーク

をカウントし、検体のウイルス含量を計算した。 
 
３ 結果 
 抗体による中和による選択圧によって、純化させ

た同ワクチン中の各株ウイルスの活性ウイルス量

を、プラーク法で測定した結果をもとに計算した成

績を表１に示す。これによれば、全体的にA型のウ

イルスは、B型ウイルスよりウイルス量が少なかっ

た。亜型別に見るとA/California/7/2009（H1N1) 
pdm09は10の4乗のオーダーで検出されたが、

A/Texas/50/2012 (H3N2)は、10の3乗のオーダーで

も検出されなかった。B型のウイルスは、それぞれ

山形系統、ヴィクトリア系統に属する

B/Yamagata/16/88、B/Victoria/2/87株は、双方と

も10の5乗のオーダーで検出された。なお、反応系

に抗体をまったく入れなかった非処理コントロー

ルでは、全体で10の5乗のオーダーでウイルスが検

出され、すべての抗体を入れたものからは、10の2
乗のオーダーでもウイルスは検出できなかった。 
 

 
表１ 製品内のウイルス力価 プラーク数より計算した各

ウイルスの力価を示す。一つも抗体を加えなかったサンプル

では、理論上は4種のウイルス全てを測定していることにな

る。4種の抗体を加えたサンプルでは、すべてのウイルスが

抑えられていることになる。 

 
４ 考察 
 今回の調査において、我々は当生ワクチンを適正

な温度管理のもとに保管し、使用期限内に測定を実
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施したが、メーカーがウイルスの定量に用いたFFU
と我々が用いたPFUで感染価が大きく違わないこ

とを前提とすれば、添付文書上記載のある10 6.5-7.5 
FFU/dose 相当のウイルス力価は検出できなかっ

たことになる。可能性としては１）製造時あるいは

出荷時にすでに低力価であった、２）生ワクチンの

ため、製造時から徐々に力価が下がってきた、の２

点が考えられた。 
ワクチンの保存においては、製造時から使用時ま

で適切な温度管理下で保存されることが重要であ

る。本実験で使用した検体は適切な温度管理下で輸

送されているとされ、我々のところに到着後も適切

な温度管理下で保存されていたが、現実的に測定さ

れた力価は低かった。 
以上のことから考えると、同一ロットで国内に輸

入され使用されている同生ワクチンの力価も同様

に低下している可能性がある。生ワクチンの性格上、

力価が少々低下したからといって、即座にワクチン

の有効性が低下するわけではないかもしれない。力

価が低下しても十分な免疫原性が得られる可能性

がある。どこまで低くてもその効果が期待できるの

か、といった観点でのスタディの登場が望まれる。

また、今回は、ワンポイントでの力価調査で終わっ

てしまったが、今後は、時間経過に応じた感染価の

低減の有無あるいは低下があるとしてその推移を

経時的に追うスタディが必要と思われた。 
本実験では、同一保存条件下にあったにもかかわ

らず、B型のウイルスよりA型のウイルスで力価が

低かった。可能性としては、以下の3つが挙げられ

る。１）最初からA型の活性ウイルス含有量が少な

かった、２）生ワクチンにおけるウイルス溶液の基

質の性状を含めた含有ウイルスの保存の条件が、B
型にくらべA型のウイルスの方で力価が低下しやす

かった、３）定量に用いたMDCK細胞におけるプラ

ーク形成能が、B型とくらべA型のウイルスに対し

て劣っていた、 これらの可能性のどれが該当する

かについても、前述の経時的に変化を追うスタディ

を行うことで、ある程度の答えが得られるものと考

えられた。 

 
５ 結語 
 鼻噴霧式インフルエンザ生ワクチンは、国内流通

段階において力価が低下している可能性がある。 
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