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Q1　　　　　母子健康手帳を持参するのを忘れた母親

　　　　　が、子どもを連れて予防接種に来院しま

　　　　　した。どうすればよいですか？

あわせて、母子健康手帳紛失の場合の対応について

も教えて下さい。

　キーワード　母子健康手帳持参忘れ｜母子健康手帳紛失｜

　　　　　　予防接種記録｜ワクチン接種歴｜予防接種台帳

　　　　　　＜回答 ： 峯真人＞

　　　　　　母子健康手帳は、全ての保護者が所有してい

　　　　　　る最も身近で多くの情報が詰まっている資料で

す。平成24年4月以降に改定されたものには予防接種の記録

の欄に、任意接種ワクチン名と理想的な接種回数などについ

て記載されるようになり、予防接種について手軽に利用できる

資料であると同時に、保護者が保有可能な貴重な接種記録

となりました。

　さて保護者向けの予報接種の情報資料として、多くの自治

体から各家庭に配布されている公益財団法人予防接種リ

サーチセンター発行の「予防接種と子どもの健康」には、予防

接種を受けに行く前のチェックとして、「必ず母子健康手帳を

持っていきましょう」と記されています。これは前述したように、母

子健康手帳が予防接種の情報を入手するための資料である

だけでなく、ほとんど全ての接種医が予防接種の記録の欄に、

接種したワクチン名と接種年月日、接種量、接種部位、ロット番
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号などを記載するため、医療機関や保育現場、教育現場など

が接種ワクチンの情報を確認するためには、最も手近で信頼

性の高い資料でもあるからです。

　母子健康手帳を持参するのを忘れたり、母子健康手帳を

紛失した状況で予防接種を受けにこらけれた場合、過去のワ

クチン接種歴の確認ができないことが最大の問題です。しかし

定期接種のワクチンであれば、自治体が作成している予防接

種台帳から接種状況を確認することが可能なはずです。ちなみ

に予防接種台帳は厚生労働省が定める予防接種実施要領

により、各自治体での作成と、少なくとも５年間の管理・保存が

明記されており、できれば電子データとして保存することが勧め

られています。しかし当然任意接種ワクチンの情報は記載され

ておりませんし、実際予防接種台帳がいまだ作成されていない

自治体もあり、保存の状況や精度なども統一されていないのが

現状です。さらにはデータ保存が５年とされているため、それ以

前の情報は入手できないこともあります。

　母子健康手帳持参忘れであれば後日過去のワクチン接種

歴を確認し、その後の接種予定などを立てることが可能ですが、

母子健康手帳を紛失してしまった場合には、全ての予防接種

が一箇所の医療機関で行なわれていれば、医療機関の診療

録に残った情報をもとに、接種歴の復元は可能かもしれません

が、そのような例は多くないはずですので、正確な接種歴の復

元は不可能とのことになります。

　また予防接種法に基づく予防接種実施規則によれば、「当

該予防接種を行うに当たっては、その保護者に対し母子健康手帳
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『 ワクチン / 副反応 / 感染症 』  に関する疑問に答えます！

の提示を求めなければならない」と明記されており、母子健康

手帳を持参せずに接種に訪れた児への接種は違法との認識

になるとも読めます。とくに近年定期・任意接種ともに接種可能

なワクチンが増加し、接種回数、接種間隔などについての確認

が以前にもまして重要となっています。実質的なワクチンの効果

や健康被害などに問題がないとしても、接種回数、接種間隔の

間違いは誤接種として届けられ、場合によってはトラブルになる

場合もあり、リスクマネジメントという観点からも注意が必要になり

ます。

　現実、小児科医としてはワクチンの添付文書上の接種対象

年齢を超えた場合でなければ、疾病予防を優先するという観

点から、接種歴のある程度の確認と保護者の同意を得た上

で、ＶＰＤの感染を防ぐために接種する場合が多いかもしれませ

ん。しかし可能な限り予防接種台帳での確認と自院の診療録

の確認、そして保護者の同意などを記録した上での接種が望

まれます。

　日ごろから保護者への母子健康手帳の重要性についての

教育の徹底と、すべてのワクチンが定期化され、いつでも確認

可能な形での予防接種台帳が完備されること、さらに確認の

ために接種を少しの期間待ったとしても感染の可能性がないよ

うな予防接種環境の整備が重要でしょう。

　　　　　①風邪で咳と鼻水が少しでていますが、       

熱         熱もなく元気です。予防接種をうけても

　　　　　いいでしょうか？

②突発性発疹や麻疹にかかったあと、どのくらい経

てば予防接種をうけられますか？

③熱性けいれんを起こしてからまだ１ヶ月しか経っ

ていませんが、予防接種をうけることは可能でしょ

うか？

④卵アレルギーがありますが、予防接種は普通にう

けられますか？

　キーワード　風邪｜突発性発疹｜麻疹｜熱性けいれん｜

　　　　　　卵アレルギー 

　　　　　＜回答 ： 川野豊＞

　　　　　① アメリカ小児科学会のRed Bookによれば以

　　　　　下のように書かれています。軽い胃腸炎や上気道

炎に罹患しているときにワクチンを接種しても、健康な時と同様

に免疫ができ、副反応は増強することがありません。しかも、38℃

以上の熱があっても、熱がなくても、獲得できる免疫に差はなく、

副反応の増強もないことが知られています。とはいっても日本の

場合37.5℃以上の発熱がある場合は予防接種を受けることが

できませんが、37.5℃未満の場合、接種医が接種可能と判断

すれば、積極的に予防接種をするのが望ましいです。接種を遅

らせば、その期間に当該疾患に罹患するリスクがありますので、

なるべく接種をおこなうのがよいでしょう。

② 予防接種ガイドラインには麻疹は治癒後４週間、風疹・水

痘・ムンプスでは2～4週間、突発性発疹など、その他のウイルス

性疾患は1～2週の間隔を空けてのワクチン接種を推奨してい

ます。さらに麻疹は他のウイルス疾患よりも免疫を抑制することが

多いので、接種間隔を空けるように書かれています。突発性発

疹のあとは１～2週間、麻疹にかかったあとは4週間あければ受

けられます。

③ 過去にけいれんの既往のある場合は接種要注意者となっ

ています。以前のように熱性けいれん後はすくなくとも２～３か月

は空けるようにとなっていましたが、現在は接種医の判断で適

宜接種することが可能です。日本小児神経学会の平成23年3

月の見解では、「熱性けいれんの既往のある小児に現行の予

防接種はすべて行って差し支えないが、有用性、副反応等を

十分に保護者に説明し、同意を得た上で接種することとし、万

一けいれんが出現した時の対処について指導すること」となっ

ています。

④ インフルエンザワクチン、黄熱病ワクチンは鶏卵をつかってウ

イルス培養をするため、鶏卵成分の混入があり、卵アレルギー

児の場合考慮の必要がある場合があります。インフルエンザワ

クチンに混入する卵白アルブミンは数ng/ml以下と極めて微

量です。従いまして、アナフィラキシーなどの重篤な全身性アレル

ギー反応を起こす可能性は極めて低いと考えられます。鶏卵

摂取にてアナフィラキシーの既往がある場合や、アレルゲン検

査でRASTスコアー5以上の場合は、慎重に対応する必要が

あります。

鶏卵成分とインフルエンザワクチン

卵蛋白抗原（オボアルブミン）含有量

•日本1-10ng/dose

•米国（8社）1-184ng/dose

•欧州（6社）14-550ng/dose

アナフィラキシーを生じる理論上の最小量600ng/dose
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　　　　　①入院患者に水痘発症者が出ました。ネ

　　　　　フローゼ症候群でプレドニン内服中の患

　　　　　者に水痘ワクチンの緊急接種ができます

か。

②現在、花粉症がひどくて抗アレルギー剤を内服中

の５歳児です。ＭＲ２期のワクチンを接種してもよ

いでしょうか。

③来週おたふくかぜワクチンを予定していますが、

昨日喘息発作がひどくなり、ステロイド吸入を開始

しました。ワクチンは予定通り接種してもよいでし

ょうか。

④アトピー性皮膚炎が悪化しており、マイザー軟膏

とリドメックスローションを体幹と四肢の広範囲に

塗布しております。予防接種はできますか。

　キーワード　ステロイド内服｜セレスタミン｜ステロイド吸入｜

　　　　　　ステロイド外用

 　　　　　＜回答 ： 田中秀朋＞

　　　　　 ① 原則として寛解期であれば接種可能。病初期

　　　　　およびプレドニゾロン投与量が2mg/kg/day以

上の時は接種しない。水痘やMRなどの生ワクチンはステロイド

大量投与時には、免疫不全患者と同様に接種禁止。中止後

も１か月以上をあけて接種することが米国では推奨されている。

浅野喜造氏によると水痘ワクチンはプレドニン1mg/kg/day投

与下で安全に接種でき、免疫効果も十分であるとされている。

② アレグラ、アレジオン、アレロックのような抗ヒスタミン薬やオノン、

キプレス、シングレアなど抗ロイコトリエン薬については問題なし。

ただし、セレスタミン（ベタメタゾンとｄ-クロルフェニラミンマレイン酸

塩の合剤）は糖質コルチコイド作用の強い薬剤なので、原則

生ワクチンは禁止。不活化ワクチンに関しては、効果の減弱の

可能性はあるが接種可能。

③ 吸入ステロイドは通常量であればワクチンに影響しない。

④ 外用ステロイドもワクチンに影響しない。

　　　　　①生後９か月で川崎病に罹患し、大量γ

　　　　　グロブリン療法で治療されました。１歳

　　　　　になったらすぐに MR ワクチン、水痘ワク

チン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンを接

種してもよいでしょうか。

②１歳になったばかりの男児です。来月に鼠径ヘル

ニアの手術ができることになりました。来週ＭＲ、

水痘、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンの予約が入っ

ています。予定通り接種してもよいでしょうか。

　キーワード　大量γグロブリン療法｜モノクローナル抗体｜

　　　　　　手術｜輸血 

　　　　　＜回答 ： 田中秀朋＞

              ① 輸液と通常量のγグロブリン投与については、３

　　　　　か月間生ワクチンを避ける。（製剤内の抗体により

ワクチンの効果が低下するため）大量γグロブリン療法

（200mg/kg以上）は６か月以上あける。シナジスのようなモノク

ローナル抗体のγグロブリンについては、ワクチン接種に影響し

ない。

② 緊急で行わなければいけない手術でなければ、ワクチン接種

を優先するべき。万が一手術後入院中に水痘や麻疹が院内

発生すれば罹患し重症化するリスクを負うことになる。ワクチン

接種を行ったうえで、手術の日程を決定することが望ましい。生

ワクチンを接種する場合は3週間あけて、不活化ワクチンを接

種する場合は2-3日あけて手術を行うことが望ましい。輸血をし

た場合には、生ワクチンの接種を遅らせなければならないため、

手術を先にするメリットはほとんどない。

　　　　　３人の子どもを育てている母親です。予

　　　　　防接種ではワクチンにアジュバントとい

　　　　　うものが入っているので副反応が出やす

いと聞きました。そこでお尋ねさせて頂きます。

①アジュバントというのはどのような物ですか？

②アジュバントを何故ワクチンに加えるのですか？

③アジュバントを入れるとどのようなメリット、デ

メリットがあるのですか？

④アジュバントによる副反応があればどのようなも

のか内容を教えて下さい。

　キーワード　アジュバント｜自然免疫 
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『 ワクチン / 副反応 / 感染症 』  に関する疑問に答えます！

　　　　　＜回答 ： 原朋邦＞

　　　　　コアメンバーの一人、高齢者の原です。アジュバン

　　　　　トのことを理解するには免疫の理論を理解しない

と、なかなか理解はできないと思います。私も、それほど詳しく知っ

ているのではありませんが、質問者より少しだけ知識があるという

立場でお答えしようと思います。アジュバントが悪さをしていると

か、アジュバントが副反応の原因だなどと言うことが巷間で聞か

れていますので、このような質問になったのでしょう。予防接種或

は同時接種に際して不安の因になっていることを私も経験して

います。

① アジュバントとはラテン語の助けるという意味のadjuvare(ア

ジュバーレという言葉が語源で、免疫の効果を増強する因子

の総称です。先人たちは、免疫を持つと病気から、免れることが

できることを学びました。それを人為的にもたらすのがワクチンで

す。ワクチンには強い免疫応答と長期の免疫応答を求めます。

　１９２０年代に、ラモンと言う人がアジュバントを発見し、グレン

ニーがアルミニウム塩をアジュバントとして開発しました。今なお、

アルミニウム塩がアジュバントの中心です。抗原だけを注射した

のでは免疫反応は起こらなくてアジュバントが必要なのです。長

いことアジュバントがなぜ必要なのか理論的には判りませんでし

た。局所に抗原が長く留まらせるのがよいとか、分解を遅らせる

のが好いとか当初は考えられていたようですが、やがて、アジュ

バントには特別な受容体が存在し、ワクチンには必須な樹状細

胞をコントロールしていることが発見されました。それにかかわった

３人の学者が２０１１年にノーベル賞を受賞しました。

　ワクチンの効果を上げるにはアジュバントは必要なものなので

す。アジュバントとしては色々のものが考えられていて、現在も開

発中のものが沢山あるようですが、今使われている者はアルミニ

ウム塩、ASO4というものがサーバリックスに用いられています。こ

れは２種類のアジュバントの合剤のようなものです。

　そのほかに新型インフルエンザ用に用いられているものが２種

類あります。インフルエンザワクチンで全粒子ワクチンとスピリット

ワクチンで効果が違うのですが、全粒子ワクチンではウイルスの

RNAが入ることがアジュバントとしての効果をもたらしているそう

で、今後はこのような核酸を含んだワクチンも作られるかもしれま

せん。

② 有効な免疫反応を獲得するためには、免疫には自然免疫

と獲得免疫があり、自然免疫をまず活性化させることが必要な

のです。樹状細胞のような抗原提示細胞に信号となるには一

つは抗原ですがもう一つは自然免疫の受容体に信号となるも

の、すなわちアジュバントが必要なのです。この双方があいまって

樹状細胞に信号となると、樹状細胞がサイトカインという活性物

質でTリンパを刺激します。

　またMCHペプタイドがTリンパ球の受容体にくっつくことでも

Tリンパ球は活性化しBリンパ球に抗体を作らせる免疫反応を

起こします。実は、この自然免疫の受容体に働くものが無ければ

免疫反応は起こらないのです。

　ではアジュバントがあるとどのようなメリットがあるでしょうか？抗

原の量が少なくて済むのでワクチンの量を減らすことができます

接種回数を減らすことができると、コストを落とすことが出来ます。

また、接種回数をへらすことでわずらわしさも減らすことができま

す。免疫応答の期間を延ばすことができますから、効果を長く維

持させることや、予防効果をたかめることが出来ます。自然感染

ではできない抗体を作らせることで効果を出すことが出来ます。

だからアジュバントは必須なのです。

③ メリットについてはお話できているかと思いますが、デメリットは

今のところアジュバントは液性免疫を増強できても細胞性免疫

を増強させていないこと、ときに、アレルギー反応を招く抗体であ

るIgEを産生させる可能性があること、免疫反応を増強させた

いために局所の組織を傷害する可能性がありはしないか、慢

性炎症を惹起しないか、自分の体の成分に対する抗体を作ら

せて自己免疫性の疾病を惹起しないかと言うことが皆無とはい

えないことです。今後はそのような効果を持たないものが開発さ

れることが望まれます。

④ 今用いられているものについてはマイナス面を検討されたもの

が用いられていますので、大きな副反応はないといえますが、局

所の発赤、腫脹、熱感などは、その一つと言えるでしょう、また、稀

に起こるアナフィラキシー性反応などは直接の副反応ではありま

せんが、増強させたとはいえるでしょう。

　よくアルミニウムが悪いと言われます。アルミニウムは広く自然

界にあるために、飲み水、食べ物、空気中にも浮遊して存在し

ています。従って、日常、私どもは摂取しています。ワクチンの量は

わずかであり、許容藩地とされる量の１０００分の１の単位です

ので、アルミニウム過剰の要員にはなりません。

　　　　　Ｂ市で開業している内科小児科医です。

　　　　　最近、予防接種の種類が増え、同時接種

　　　　　を希望する保護者も多く、ワクチン業務

が煩雑となってきましたし、事故を起こすのではな
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いかと心配です。

どのような事故が起きているでしょうか？

また防止するにはどうすればいいでしょうか？

　キーワード　事故防止｜取り違え｜トリプルチェック｜

　　　　　　情報共有｜完全予約 

 　　　　　＜回答 ： 草刈章＞

　　　　　ご質問にありますように、2008年のヒブワクチンの

　　　　　導入以来、この７～８年の本邦の予防接種状況

は劇的に変化しました。10種類以上の新たなワクチンが導入さ

れ、例外的だった同時接種が一般化するなど様変わりといっ

た状況です。その結果、予防接種の業務は複雑になってきて

おり、ご懸念のような打ち間違いや事故は増えてきています。こ

れは日本医師会が発表した予防接種の事故報告です。平成

25年４月からの１年間にわたるのべ３９００万回接種を解析した

ものです。全部で４５９６件、10万回あたり11.7件の打ち間違い

や事故が起きています。

　もっとも多いのは接種時期の間違いで６９％、ついでワクチン

の取り違えと不必要な接種がそれぞれ７％、対象者の間違いが

４％、接種量の間違いと期限切れワクチンの接種が３％となり、

いずれも単純ミスで、ちょっとした注意で防ぐことができるものばか

りです。

　昨年（平成26年7月）」に開催した第1回予防接種リスクマ

ネジメント研修機で、埼玉県医師会医療事故紛争処理委員

会に取り上げられた予防接種にかかわる紛争例が呈示されま

した。取り違え事故が多く、とくに６ヵ月児へのHPVワクチンとのと

り違いは、裁判や警察の介入事案となり、賠償金や解決金の

支払いを余儀なくされました。経済的損失ばかりでなく、精神

的、時間的負担は大変大きかったものと推察されます。

　どのような状況で間違いが起きたかという報告があります。一

番多いケースはスタッフが違うワクチンをシリンジに充填したとい

うものです。次いで兄弟同誌の間違いです。３番目は名前を呼

んだら別の人が入ってきたというものです。４番目はスタッフから

別の接種者のカルテ、予診票を渡された、慣れないスタッフが

いた、多数の患者が来院した、医師が間違ったというふうに続

きます。いずれもうっかりミスといえるものです。

　厚生労働省はこのような間違いを防ぐために「予防接種　

間違い防止の手引き」を作成、各県の担当者に配布しました。

骨子は予防接種業務の受付や診察、接種の各ステップで、ワ

クチンの基本事項である接種者の氏名、住所、年齢、ワクチン

名と接種回数、健康状況などをしっかりと確認し、問診票、母

子手帳に正確に確実に記載するということです。詳細は「予防

接種間違い防止の手引き(http://www.hakujyuji.com/ 

vaccine-miss.htm)」でご確認ください。

　当院ではこれに加えて、ワクチンは完全予約制として当日の

受付はしていません。予約台帳に基づいて当日接種するワクチ

ンの一覧表を作成します。このときにワクチンの在庫、ロット番

号、有効期限を確認し、その日に使用するワクチンの開封や溶

解液のシリンジへの充填などの事前準備行います。受付、診察

室に接種者を呼び入れる時、診察では問診票やカルテに眼を

通しながらワクチンの基本事項を声を出して読み上げ、複数の

スタッフがリアルタイムで確認できるようにしています。これを「トリ

プルチェック」といって、当院では非常に重視しています。

　当院でのいくつかの間違い事例を紹介し、皆様の参考にし

て頂きたいと思います。

　第１例は三種混合ワクチン（DPT）を６回打ってしまった例

です。まだ所沢市で三種混合ワクチンを集団で行っていたとき

のことです。父親が３歳の児を連れて来院され、DPTを打って

ほしいということでした。病院で勤務されている医師で、妻が病

気で先月お亡くなりになり、この子はワクチンをやっていないよう

なので、集団接種に連れて行く時間が取れないため、当院で

自費でやってほしいということでした。母子手帳は探したが見つ

からなかったので新しいものを再交付してもらったということです。

同業者ということもあり、その言葉を信じて３回DPTを打ったとこ

ろ、後で今までの母子手帳が見つかり、すでにしっかりと３回

DPTを受けていたことが分かったということでした。

　予防接種歴が不明なときは、安易に保護者の言葉を信用

せず、母子保健センターに問い合わせる等、できるだけ接種歴

を確認する必要があると思いました。

　第２例は外国人でインフルエンザと日本脳炎の間違い接種

です。日本語がぺらぺらの父親が日本脳炎の予防接種を電話

で予約しました。接種当日は日本語を理解しない母親が、自費

接種の問診票をもって来院しました。受付スタッフが当時、多

数行っていたインフルエンザワクチンと勘違いして受け付けまし

た。診察に呼び入れるとき、また問診のときも「インフルエンザで

すね。」という確認に母親がうなづいたため、インフルエンザワク

チンを接種しました。その後に、他のスタッフが日本脳炎を希望

した児かも知れないと気づき、父親に電話で確認したところ、そう

だと判明しました。

　日本語を理解しない外国人の接種では、確実に日本語がで

きる人を通じて確認するということが大事だと思いました。

　第３例はワクチンを溶解せず、液だけを打ってしまった例で

す。三混（DPT）、Hib、PCV-7、IPV(不活化ポリオ)の同時接
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『 ワクチン / 副反応 / 感染症 』  に関する疑問に答えます！

　　　　　＜回答 ： 小林敏宏＞　

　　　　　同時接種が日本で一般的に行われるようになっ

　　　　　たのは、現在のように乳幼児期早期の多種類の

ワクチンが定期接種になってからですが、それ以前からも予防

接種法の実施要項には「あらかじめ混合されていない２種以

上のワクチンについて、医師が必要と認めた場合には、同時に

接種を行うことができる」という記載はありました。ですが、同時

接種を行っていたのはごく少数の医師だったと思います。

　一方海外では大分前より同時接種が行われてきました。現

在は日本でも、多くの小児科医が同時接種で行っていると思い

ますし、当院でも同時接種に対して不安を口にする保護者の

方は少なくなってきています。本日は復習の意味で話を聞いて

いただければと思います。

① ２種類以上のワクチンを１回の通院で接種することです。単

独のワクチンを約２．５ｃｍ以上離れた場所に１本ずつ接種しま

す。複数のワクチンを混ぜてはいけません。また、１日のうち間隔

をあけて２回の接種をするのは原則認められておりません。これ

を“同日接種”と言います。

　例えば、集団接種の会場でＢＣＧ接種を受けて、その足でか

かりつけの先生のところに行って、ヒブワクチンなどを受けることな

どです。接種する場所は、左右の上腕部位と大腿部位です。日

本小児科学会が２０１１年に大腿部への接種を積極的にすす

める声明を出しました。２０１２年からは「予防接種ガイドライン」

にもイラスト入りで掲載されましたので皆さんもその部位を接種

部位としてご利用されていると思います。

　同時接種するワクチンの本数に制限はありません。

② 現在知られている範囲でデメリットはありません。ただし、最近

予防接種の実施主体である市町村より予防接種料金見直し

の要望が出ているところがある（埼玉県外）のは事実です。同

時接種の場合の接種料金について、複数回の初診料を算定

することに対する減額の要求です。しかし、予防接種料金の基

準は初診料ではなく、予防接種診察料です。同時接種の場

合には、より時間をかけた説明、注意義務が課せられ、減額す

る必然性は全くない、という日本小児科医会社会保険委員会

よりの見解も出されておりますので、予防接種単価を市町村と

郡市医師会で協議する場合にはどうぞご注意ください。

　メリットは、⑴各ワクチンの接種率が向上する。⑵子どもたち

がワクチンで予防される疾患から早期に守られる。⑶保護者の

経済的、時間的負担が軽減する。⑷医療者の時間的負担が

軽減する、などが考えられます。
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種を希望された４ヵ月の児にHibを打つ際、ワクチンを溶解せ

ず、液だけを打ってしまいました。トレイにワクチンの未開封のバイ

ヤルだけが残っていたので気がつき、すぐに保護者に事情を話

し、あらためて新たなバイヤルで接種しました。不活化ポリオとヒ

ブワクチンは形状がにているため、そのままのはずみで溶解液だ

け注射したのです。

　第４例は暴れる子供に逆に医師が針で刺されたという例で

す。大暴れする５歳の児に母親だけで押さえてもらい日本脳炎

のワクチンを接種しました。薬液を注入したところ、児が右手で

医師の手からシリンジをつかみ取り、あばれた拍子に私の手に

針が刺さりました。咄嗟のことで防ぎようがありませんでした。子

供本人や家族に特別な病気はないということでしたが、しばらく

は心配でした。暴れる子どもは確実に抑えることが大事だと思い

ました。

　第5例は身体診察をせずに接種したという例です。10ヵ月の

女児でインフルエンザワクチンを希望。予診票に先天性心疾

患で手術を受けていて、薬を内服中の記載あり、そのことについ

て母親に尋ねて、主治医からワクチンの許可を受けていることを

確認し、接種しました。その時母親が「診察しなくていいんです

か？」といわれました。身体診察をしないで接種したことを指摘さ

れました。母親に大変申し訳なかったと謝りましたが、その後は

親子は来院されませんでした。

　いずれもちょっとした気の弛みや基本所作を怠ったための間

違いです。このようなミスを防ぐために、繰り返しですが、当院でと

くに注意している点を挙げます。

　まずは医師、スタッフがワクチンについての同じレベルの情報

を共有することです。第二は完全に予約制にして、事前準備を

しっかりとやることです。これをやっていると、あわてずに済み、うっ

かりミスを防ぐことにつながります。また受付、診察への呼び込

み、そして接種するときに必ず声を出して氏名やワクチン名を確

認することです。すなわちトリプルチェックの励行です。以上、当

院での工夫を紹介しました。それぞれクリニックで状況が異なり

ます。自分のクリニックにあった事故防止の予防接種態勢をつ

くることが重要と思われます。

          ①同時接種とは？

　　　　  ②同時接種のメリット、デメリットは　

　　　　  なんですか？

③同時接種は安全ですか？

　キーワード　同時接種



③ それぞれのワクチンの有効性に差はなく、またそれぞれのワク

チンの有害事象、副反応の頻度が増える事もありません。子ども

さんが何か病気を持っているからといって負担になることもありま

せん。組み合わせに関してもまったく問題ありません。生ワクチン、

不活化ワクチン、飲むワクチン、いずれの組み合わせもＯＫで

す。唯一、コレラのワクチンと黄熱病のワクチンの同時接種は効

果が減弱すると言われております。

　実際の場面では、できるだけ痛みの少ないワクチンから接種

を行うのがよいでしょう。飲むワクチン（ロタテック、ロタリックス）を

最初にするか、最後にするかは議論の分かれるところです。２０１１

年の当初、同時接種後の死亡事例が報告されましたが、最終

的にワクチンとは一切無関係であることがわかりました。以上で

私の説明を終わります。

参考文献

ビジュアル予防接種マニュアル　一般社団法人日本小児科医会制作　日

本小児医事出版社

お母さんのためのワクチン接種ガイド改訂版　ＶＰＤを知って、子どもを守ろう

の会編　日経メデイカル開発

　　　　　①シナジスとはどんなワクチンですか？

　　　  　②シナジスはどういう病気に対する薬　

　　　　　ですか？

③全てのこどもに接種できるのですか？

④どのような接種日程ですか？

⑤他の予防接種との接種間隔は？

　キーワード　RSウイルス｜早産児｜ダウン症候群｜

　　　　　　悪性腫瘍｜免疫不全

　　　　　＜回答 ： 大山昇一＞

　　　　　① ワクチンではなく薬です。ワクチンを打ったのと同

　　　　　じような効果があります。病気の発症を抑えることが

目的ですが、全てを抑えることはできずに症状を軽く済ませること

が期待されます。目立った副作用はありません。

② RSウイルスによる急性の肺炎・気管支炎を引き起こします。

　秋口～冬～春先にかけて毎年流行します。ほとんどの乳幼

児がかかる一般的な冬風邪の一種で、成人もかかることはあり

ます。リスクのある子どもはしばしば重症化し、時に死に至ります。 

③ 以下に示すような、接種の対象となる病気や状態が決められて

います。

２９週以上（２９＋１）～３６週未満（３５＋６）の早産児は生後６か

月まで

２８週以下（２８＋６）の早産児は生後１２か月まで

２才未満の、６か月以内に治療を必要としたBPDの新生児

２才未満の、血行動態に異常のある先天性心疾患

２才未満の、免疫不全の乳幼児

２才未満の、ダウン症候群の乳幼児

いずれも接種開始日がこの範囲に入っていれば接種対象とな

ります。

④ RSウイルス流行が始まる９月頃から、終る３月末頃まで毎月一

度、約半年間打ち続けます。

　接種部位は太腿にで、量の多いときは左右に分けて打つこ

ともあります。

⑤ ワクチンではないので、他のワクチンとの間隔は一切気にしな

くて良く、多少体調が思わしくなくても打つことができます。

　RSウイルスに罹ってしまったときには治療薬としては使えませ

ん。

　　　　 Ａ市で小児科を開業している者です。最

　　　　　近、当市医師会で誤接種があったと聞き

　　　　　ました。

もしもの時が心配です。誤接種してしまった時の対

応についてご教授下さい。

　キーワード　誤接種

　　　　　＜回答 ： 桃木俊郎＞

　　　　　誤接種は、危険度のさほど大きくない事故ですが、

　　　　　対応を誤ると二次的に大きな「紛争」になる可能

性があります。そうなると関係者の方 に々は大きなストレスが掛か

ってくることになります。こうならないためには、何といっても“誤接

種を起こさない”ということが一番大切なことは言うまでもありませ

ん。それには、私は、“余裕を持って接種する”ことがポイントだと

思います。そうすれば、接種対象者、接種ワクチンの種類、量、

ロット番号の確認などをする余裕が出て、間違のない接種がで

きます。反対に慌てて、確認不十分な体制で接種すれば誤接

種に繋がることは自明の理です。（世間話しすぎても駄目だと思
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『 ワクチン / 副反応 / 感染症 』  に関する疑問に答えます！

いますが）。また職員に頼りすぎないよう、すべて“自分でやる”こと

にしています。

　話が脱線しました。私の役目は、誤接種“してしまった”時の

対応だと思いますのでそちらに戻します。

　何と言いましても一番たいせつなのは、“大きな紛争になること

を防ぐ”ことだと思います。それには、間違いに気付いたら速やか

に、保護者側に対して説明と謝罪を行い、自治体の担当部署

や、医師会に連絡します。

　埼玉県医師会医療事故紛争処理委員会によりますと。

① ミスに気付いた時点で、ワクチンの取り違え事故を起こしてし

まった等の事実を報告し、真摯にお詫びをする。

② どうしてこのようなミスが起こってしまったのかを反省し、原因を

分析し、その結果を丁寧に説明する。説明が十分になされてい

ないと、保護者側には納得してもらえない。

③ 誤接種により接種されたワクチンによる副反応について、また

効果が十分期待できるかなどについても客観的なデータをもと

に説明しなければならない。

④ 今後このようなミスを起こさないための、具体的な対策を早急

に取るという意思を保護者側に伝える必要がある。

としています。

　接種事故を紛争に発展させないためには、現場医師と専

門家との協力体制を普段から確立しておくことが必要であり、ま

た、そのような体制が既にある場合には、それをしっかりと認知し

ておく必要があります。

　時間の関係で誤接種の各種の内容とその対策については

割愛させていただきます。

参考文献

片岡正 ： 誤接種への対応.予防接種Q&A.小児内科vol45:243-245.2013

峯真人 ： 予防接種誤接種事例およびその後の対応.第１回予防接種リスクマ

ネジメント研修会記録集：8-12.日本小児科医会

　　　　　初回３回接種終了後、Hibは７か月以上、

　　　　　DPT-IPVは6か月以上あければ１歳未満で

　　　　　も定期接種として接種可と市に確認しま

した。

　ただし、日本小児科学会の推奨スケジュールで

は、「Hibは1歳以上での接種が推奨」とされていま

す。保護者から1歳未満での接種希望があった場

合、１歳以上まで待つように説得するべきですか？ 

  それとも、早期(約生後11か月齢)に接種する方が

メリットがありますか？

　キーワード　追加接種｜Hib侵襲性感染症｜標準接種 

　　　　　＜回答 ： 小林憲昭＞　

　　　　　Hibの国内第Ⅲ相試験の結果では、３回のHibワ

　　　　　クチン初回接種終了後の長期予防感染率は

92.4%と良好です。追加接種前には61.2%に低下しますが、追

加接種終了することで100%に上昇します。すなわち、Hib侵襲

性感染症を予防には、追加接種を確実に行う必要がありま

す。Hibワクチンの追加接種は、1歳までに初回接種を開始し

た場合に必要となります。

　2013年3月の時点では、初回接種後おおむね1年の間隔で

接種するよう添付文書に記載されていますが、Hibによる髄膜

炎は0～1歳代に多いため、追加接種の遅れは髄膜炎発症の

リスクとなり得ます。

　上記質問にもありますように、日本小児科学会は追加接種

による効果は早期に得られるべきとの考えから、接種時期を12

カ月齢からとしています。前述した第Ⅲ相試験では、いずれも1歳

代に追加接種を実施し抗体価の上昇が確認できましたが、初

回接種完了から追加接種までの期間は最短で7カ月でした。

　このような状況を踏まえて、Hibワクチンの追加接種の時期

が初回接種終了後7～13カ月に変更となりました（星野直：予

防接種Q＆A.小児内科45:631-632）。

　DPT-IPVは初回接種完了から6カ月以上間隔あければ接

種できますが、標準接種として初回接種終了後12～18カ月と

なっています。

　Hibの追加接種は保護者の希望（保育園などで接種が難

しいなど）であれば、月齢が11カ月でも初回接種終了後7カ月の

間隔があいているなら接種されてもよろしいと思います。

　DPT-IPVの追加接種はできれば、標準接種は初回接種

終了後12～18カ月となっておりますのでそのように接種されるの

がよいと思います。しかし保護者の希望（保育園などで接種が

難しいなど）であれば初回接種終了後６カ月で接種されてもよ

ろしいと思います。

とにかく追加接種を忘れないことが重要になります。

参考文献

１）富樫武弘：Hibワクチン.臨床と微生物32:511-516

２）星野直：予防接種Q＆A.小児内科45:631-632
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　　　　　妊娠前にB型肝炎ワクチンを2回接種し、

　　　　　妊娠判明後に3回目接種の時期を迎えた

　　　　　場合はどのように対応するべきですか？

（相談者は看護師で、患者の血液、体液に接触する

機会があり、勤務先の医療機関から接種を指示され

ている方です。現在２回接種後のため、抗体検査を

受けるようお勧めしています。その結果、抗体が獲

得されていれば出産後に３回目接種、獲得されてい

なければ妊娠中に３回目接種について検討されるよ

う説明しています。）

　感染リスクの高い医療従事者の場合、Ｂ型肝炎ワ

クチン接種を完遂させることと妊娠中の接種を避け

ることのどちらを重視するべきでしょうか？

　キーワード　ACIPガイドライン｜有益性投与｜慢性肝炎 

　　　　　＜回答 ： 小林憲昭＞

　　　　　HBVは水平感染のリスクも非常に高いウィルスで

　　　　　あり、HBVキャリアの家族や血液・体液（尿、唾

液、汗、涙）への暴露機会の多い職業（医療従事者、介護、

保育関係者など）、乳児期から保育園や施設などで集団生活

する小児、身体接触の多いスポーツ（柔道、空手、ボクシングな

ど）の選手、頻回の血液製剤投与が行われる患者、移植医療

の施行予定者には、特にHBワクチン接種が勧められています。

　HBワクチンは、アメリカ CDC ACIPガイドラインで妊婦の接

種を禁忌ではなく有益性投与としています。妊婦に接種すること

によって、胎児の発達に悪影響がみられることはないからです。

むしろ接種せずに妊婦がHBVに感染してしまうと、母親が重症

肝炎になり、新生児が慢性肝炎になることがあります。

　ACIPガイドラインで妊婦への接種で推奨していないのは子

宮頚がんワクチン、禁忌はMMRワクチンと水痘ワクチンです。

　授乳婦への接種で禁忌のワクチンはありません。

　上記の解説と質問者が看護師と考慮すると仕事中に感染

するリスクがありますので、予定通り３回目のB型肝炎ワクチンの

接種をすべきと考えます。そして３回目接種から１カ月後に抗体

検査を行うべきと考えます。

参考文献

１）恵谷ゆり：予防接種Q＆A.小児内科45:577-578

　　　　 

　　　　　Ｂ型肝炎ワクチンの１回目と２回目の接

　　　　　種が半年以上空いてしまった場合、３回

　　　　　目の接種はどれくらいの期間をあけるべ

きか？

　また、１回目の接種はなかったことにして改めて

３回接種する方が良いか？３回接種する方が良い

か？

　キーワード　B型肝炎ワクチン｜再接種

　　　　　＜回答 ： 川野豊＞

　　　　　答えを一言で言ってしまうと日本の標準とされてい

　　　　　るスケジュールに則って5か月以上あけるのがいい

でしょう。また1回目の接種はなかったことにする必要はありませ

ん。

　Epidemiology and prevention of VPD 12th edition

（通称ピンクブック）には以下のように書かれています。

１）11歳未満では、

・基本は、0カ月、１－２カ月、6－18か月の3回。

・母親HBsAg(+)の場合、6カ月までに終了。

・2回目と3回目は4カ月以上あける。

・HBワクチンのスケジュールを特別に確保するのが難しい場

合、他のワクチンと同時接種をするため、2カ月毎の3回でも可

（ただし、2回目と3回目は8週間以上あけ、1回目と3回目の間は

16週間以上とする）。

・乳児の場合、3回目は24週齢以後にする。

・接種間隔が延長した場合は、回数を追加したり、シリーズを

再起動する必要はない。

２）11歳～18歳

・基本は、1回目と2回目の間隔は4週以上、3回目は2回目から

4－6カ月後。

・緊急性のある場合は、1回目と2回目の間隔は4週、2回目と3

回目の間隔は8週以上で、かつ1回目と3回目の間隔は16週以

上。

・上記のような間隔より短い間隔の接種はカウントしない。

・11歳～15歳の場合、2回投与法がある。Merk社のワクチン

で4～6カ月の間隔で2回接種。

２）20歳以上

・基本は、1回目と2回目の間隔は4週以上、3回目は2回目から
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『 ワクチン / 副反応 / 感染症 』  に関する疑問に答えます！

4－6カ月後。

・緊急性のある場合は、1回目と2回目の間隔は4週、2回目と3

回目の間隔は8週以上で、かつ1回目と3回目の間隔は16週以

上。

・上記のような間隔より短い間隔の接種はカウントしない。

・接種間隔が延長した場合は、回数を追加したり、シリーズを

再起動する必要はない。

　　　　　ワクチン接種後にアナフィラキシーが起

　　　　　きてしまった場合は、どうすればよいで

　　　　　すか？

　また、予め準備しておくべきことはありますか？

　キーワード　アナフィラキシーショック｜スタッフを集める｜

　　　　　　アドレナリン筋注｜酸素投与｜救急車要請

　　　　　＜回答 ： 水口淳一＞　

　　　　　ワクチン接種後にアナフィラキシーが起きた場合

　　　　　の対応と、予め準備しておくべき対策についてで

す。

1）予防接種でアナフィラキシー？

　予防接種でアナフィラキシーを発症することは幸いなことに非

常に稀です。

　100万接種当たり1から10回とされています。それ故に接種時

には多くの人がまずアナフィラキシーの発症を意識していないと

思われます。

　しかし、一旦アナフィラキシーを発症した場合には迅速で適

切な治療を行わないと最悪生命の危険があります。さらにその

発症を予防する確実な方法は存在しないと言えます。

　以上の点より、アナフィラキシーに対し、普段より定期的にその

診断・対応について確認しておく必要があります。

　日本アレルギー学会よりアナフィラキシーガイドラインが発行さ

れ、ホームページよりダウンロード可能ですので、参考にしてくだ

さい。

2）アナフィラキシーの診断について。

　アナフィラキシー反応は全身の臓器に起こります。蕁麻疹など

の皮膚症状は初発症状としてしばしばみられますが、皮膚症

状のみではアナフィラキシーとは診断しません。さらに嘔吐・腹痛

などの消化器症状、咳嗽・喘鳴・呼吸困難などの呼吸器症

状、頻脈・不整脈などの循環器症状、活気がなくなる・眠気・不

穏などの神経症状などの2系統以上の症状が出現した場合

にアナフィラキシーと診断します。

　特にその中で、血圧低下・意識障害を伴う場合、より重症の

アナフィラキシーショックと呼ばれます。

　鑑別すべき病態としては、迷走神経反射による失神がありま

す。皮膚症状や、呼吸器症状を伴うことは少なく、安静臥床の

みで改善することが多いようです。若年女性に対する子宮頸が

んワクチン（HPVワクチン）などでしばしば遭遇します。

3）アナフィラキシーの対応について。

　アナフィラキシーを疑った際には、まず患児を仰臥位にし、下

肢を挙上してください。その後バイタルサインの確認、助けを呼

ぶ（できる限りスタッフを集める）。症状に応じてアドレナリンの筋

肉注射・酸素投与。静脈ルートを確保し生食などの急速輸液

を行ってください。定期的にバイタルサインの再評価を行う。経

過により躊躇せずに救急車を要請してください。

　準備しておく薬剤・器具についてはビジュアル予防接種マ

ニュアルを参照してください。

参考文献：

ビジュアル予防接種マニュアル　日本小児科医会制作　日本小児医事出

版社

　　　　　肺炎球菌ワクチン(プレベナー)接種後な

　　　　　どに高熱が出たり、接種部位が腫れた場

　　　　　合は、次回のワクチンは中止したり、ワ

クチン接種量を減らした方が良いかどうか教えて下

さい。

　キーワード　局所反応 (腫脹・発赤) ｜軽度の全身反応 

　　　　　　(発熱・不機嫌)｜事前の説明 

　　　　　＜回答 ： 水口淳一＞

　　　　　ワクチン接種後に軽度の副反応が出た場合に

　　　　　次のワクチン接種をどうするかという問題です。

　まず、副反応についてですが、ワクチン接種後に起きた好まし

くない身体反応は全て有害事象と呼ばれます。有害事象とは、

あくまでワクチン接種後に起きた事象全てであり、因果関係が

あるとは限りません。

　ワクチン自体による真の副反応と、ワクチン以外の原因によ

る、いわゆる紛れ込みを区別しておく必要があります。厳密には

区別できない場合もありますが、次回のワクチン接種に関連す

るため、検討しておくべきです。
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　真の副反応が起きた場合についてお話しします。

　まず、局所反応についてです。ワクチン接種部位の発赤・疼

痛・腫脹は、よく見られる副反応です。通常接種後数日以内に

みられ、対応としては、経過観察でよく、腫脹が強い場合などに

は冷湿布・外用ステロイド剤などを塗布します。

　次回の接種は、出来る限り、予定通り接種することが望まし

いと考えられます。

　次に全身反応についてです。接種後に発熱・不機嫌などもし

ばしば経験します。

　肺炎球菌ワクチンなど不活化ワクチンでは、接種後当日・翌

日にみられることが多く、生ワクチンでは、2週間前後まで見られま

す。これも基本は経過観察でよく、発熱の程度によっては解熱

剤の使用を考慮しても良いと思います。

　大事なことはワクチンの副反応でない他の重篤な疾患（例

えば、尿路感染症や髄膜炎）の偶然の紛れ込みがないかをし

っかり鑑別することです。

　次回の接種はやはりできる限り予定通り接種することが望ま

しいと考えられます。

　いずれにせよ、次回のワクチン接種についてはワクチンを中

止するリスク（例えば肺炎球菌ワクチンを途中でやめてしまって

髄膜炎を発症する危険性）とワクチンを接種するリスク（高熱を

出すことによる不機嫌・けいれんなど）について保護者に十分説

明し、理解と同意を得ることが最も大切と思います。

　接種することになった場合には、副反応が起きた時の対応を

予め説明しておくことはぜひ必要です。

　ワクチンの接種量を減量することは通常行っておりません。
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