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はじめに：ワクチンギャップ解消の道のり
前回、予防接種制度の大きな改正を行ったのは 1994 年です。それ以降 2007 年まで
の 14 年間、欧米ではインフルエンザ菌 b 型（Hib）ワクチン、肺炎球菌結合型ワクチ
ン（PCV）、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン、ロタウイルスワクチン等が開発
され、多くの国で用いられるようになりました。一方、その間、本邦で新たに承認され
たのは 2005 年の MR ワクチンと 2007 年の沈降インフルエンザワクチン H5N1 だけで
あり、当時はワクチンギャップと呼ばれていました。
しかし、2008 年以降この 5 年間に、Hib ワクチン、２種類の HPV ワクチン、肺炎
球菌結合型ワクチン(PCV)、組織培養日本脳炎ワクチン（２社から）、２種類のロタウ
イルスワクチン、不活化ポリオワクチン(IPV)、DPT ワクチンに IPV を加えた DPT-IPV
（２社から）ワクチンが相次いで承認され、ワクチンギャップは解消されつつあります。
また、2010 年度末から
子宮頸がん等ワクチン
接種緊急促進事業（促進
事業）が開始され、Hib
ワクチン、PCV、HPV
ワクチンが公費助成で
接種できるようになり、
接種率が急上昇してい
ます。更に 2013 年 4 月
から、この３種類のワク
チンの定期接種化が始
まりました。今後、水痘

ワクチン、おたふくかぜワクチン、B 型肝炎(HB)ワクチン、高齢者向けの肺炎球菌ポ
リサッカライドワクチン(PPSV)、ロタウイルスワクチンの定期接種化も予定されてい
ます。
「Monthly ワクチン info」は、ワクチンの最新情報を提供することを目的に開始さ
れた放送です。初回は最近のワクチンの話題について、総論的に情報を提供したいと思
います。
ワクチンの接種時期
接種するワクチンの種類が増えてくると、どのようなスケジュールで接種していいか
戸惑います。また、一度ワクチンを受けそびれると、どのようにして元へ戻していいか
も戸惑います。ワクチンの接種時期の基本は、発症リスクが高くなる前までに、副反応
出現リスクが低いときに、適切な免疫獲得が期待できるときに接種するであり、この時
期に各ワクチンが必要とする回数を接種することになります。また、１回に接種するワ
クチンの種類は、米国も本邦も保護者が一度に希望するワクチンの数を接種することに
なっていますが、接種機会の利便性から米国小児科学会も日本小児科学会も、一度に複
数のワクチンを接種する同時接種を勧めています。
それでは、具体的に例を挙げて説明しましょう。侵襲性 Hib 感染症は生後３ヶ月を
過ぎる頃から発症者が増加します。侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)は生後６ヶ月を過ぎる
頃から増加し始めます。そうしますと、Hib ワクチンは接種が可能となる生後２ヶ月か
ら接種が勧められますし、PCV は生後６ヶ月までに少なくとも 2 回、可能ならば３回
接種が勧められます。また、百日咳は本邦を含めた多くの国で流行が続いており、出生
後早期から感染しますので、百日咳を予防するために、DPT-IPV ワクチンは接種が可
能となる生後３ヶ月から３回接種することが勧められます。
次に副作用から見た接種時期はどうでしょう？ロタウイルスワクチンと関係が深い
副作用に腸重積があります。初回接種後 0～６日以内の発症頻度は、自然発症率の 2～
３倍になります。しかし、初回接種後７日を過ぎると発症頻度の増加はありませんし、
２回目、３回目の接種では接種 0～6 日でも発症頻度が増加することはありません。腸
重積の自然発症率は、出生から生後２ヶ月頃が低く、その後月齢が上がるにつれ増加し、
生後６ヶ月頃がピークとなり、その後ゆっくりと下降していきます。ロタウイルスワク
チンによる腸重積の発症頻度は、初回接種時の年齢に関係なく、自然発症率の 2～3 倍
ですので、ロタウイルスワクチン後の腸重積発症者の絶対数は生後２ヶ月が最も少なく、
生後６ヶ月では最も多くなります。このような理由で、ロタウイルスワクチンの初回接
種は、生後６週から 14 週 6 日が推奨されています。
もう一つ本邦で話題となっている副反応に BCG 後の骨炎・骨髄炎があります。BCG
接種 11 ヶ月後頃から発症する副反応ですが、BCG 菌を上手に貪食し、殺菌することが
できない先天性免疫不全症児に認められます。今までは先天性免疫不全症は生後３ヶ月

頃までには発見されると考えられていましたが、生後半年にならないと診断が困難な例
があるようです。BCG の副反応出現率を減少させるために、今年の４月から BCG ワ
クチンの接種時期が、出生後から 12 ヶ月未満までに広くなりました。接種推奨期間は
生後５ヶ月から８ヶ月未満です。
「適切な免疫獲得が期待できるときに接種する」はどうでしょう。母親からの移行抗
体があっても、不活化ワクチンの免疫獲得には影響を及ぼしません。また、BCG やロ
タウイルスワクチン、ポリオウイルス生ワクチンは、移行抗体の大きな影響を受けませ
ん。移行抗体の影響を受けるのは、注射で接種する生ワクチンの場合です。ほとんどの
子どもが、母親からの麻疹や風疹の移行抗体を喪失するのは１歳頃ですから、麻疹が流
行していないときは、MR ワクチンは 1 歳から接種します。しかし、現在の多くの母親
はワクチン世代です。ワクチン世代の麻疹抗体価は自然に麻疹に罹った人達よりも低値
です。このため、近年、生後６ヶ月を過ぎると 80%の子どもは移行抗体を消失してい
ます。麻疹に罹った時の重症度を考えると、麻疹が流行しているときは６ヶ月頃から
MR ワクチン接種が勧められます。おたふくかぜワクチンや水痘ワクチンが１歳以降か
ら接種が勧められるのも同じ理由です。しかし、水痘の場合も流行しているときは、保
護者が発症予防を希望するときは、１歳未満の接種も考慮する必要があります。
以上をまとめますと、各ワクチンの接種が期待される時期は、Hib ワクチン、PCV、
ロタウイルスワクチンは生後２ヶ月から、DPT-IPV は生後３ヶ月から、BCG は生後６
ヶ月から、流行がないときは MR ワクチン、水痘ワクチン、おたふくかぜワクチンは
１歳からの接種となります。更に B 型肝炎(HB)ワクチンを接種する場合、母親がキャ
リアーの場合は母児感染防止事業として生後 2 ヶ月から接種が始まります。また、父親
を含めた同居者に HB ウイルス
のキャリアーがいるハイリスク
者の場合も、生後２ヶ月からの接
種が勧められます。なお、現在の
20 代、30 代の HB ウイルスキャ
リア率は 0.02％ときわめて低率
です。99.9％の子どもは HB ウイ
ルス感染のハイリスク者ではあ
りません。HB ウイルス感染のハ
イリスク者でない場合は、急いで
生後 2 ヶ月から接種する必要は
ないと思います。

生後２ヶ月からの接種と同時接種
三重県では生後２ヶ月からの接種を勧めるために、１ヶ月健診時に生後２ヶ月からの
ワクチン接種を勧めると同時に、注射で接種するワクチンを１本ずつ接種したときのス
ケジュール、２本ずつ接種したときのスケジュール、３本ずつ接種したときのスケジュ
ールを渡しています。また、各市町の保健師達が新生児訪問をするときにも２ヶ月から
のワクチン接種を勧めています。この結果、三重県では約 80%の子どもが２ヶ月から
ワクチン接種を開始し、多くの保護者は、２本または３本の注射で接種する接種スケジ
ュールを選んでいます。同時接種により発熱率が高まることは認めていません。なお、
PCV を接種すると、同時接種であれ、個別接種であれ、37.5℃以上の発熱を 10%の子
どもに認めます。発
熱率が高いワクチ
ンでは、前もって発
熱率を伝えておく
と、ワクチン接種後
に発熱を認めたと
しても保護者が発
熱を受け入れやす
くなります。比較的
頻度の高い副反応
は、接種時に伝えて
おくことが、副反応
出現時のコンプラ
イアンスを高めるために大切なことです。
それでは、今からいくつか代表的なワクチンの話題について話します。
Hib ワクチンと PCV
Hib および肺炎球菌は小児期に、髄膜炎や菌血症などの侵襲性細菌感染症を引き起こ
す重要な起因菌です。近年耐性菌が増加し、侵襲性 Hib 感染症および IPD 対策として、
ワクチン接種が効果的であることが、多くの国から報告されるようになりました。本邦
でも促進事業が広く行われるようになった 2011 年から Hib 髄膜炎や IPD の発症率が
減少し始めています。厚労科研で行っています 2012 年の 10 道県の調査では、Hib 髄
膜炎は 92％、肺炎球菌髄膜炎は 71％、髄膜炎以外の IPD は 52％減少しました。2013
年度から定期接種になりますが、2 ヶ月からの高い接種率を達成することで、侵襲性
Hib 感染症がさらに減少することが期待されます。なお、2010 年以前の 7 価 PCV のカ
バー率（PCV がカバーする血清型の菌株数/IPD 患者から分離された株数×100）は 75
～80％でした。2012 年の IPD の調査では、7 価 PCV でカバーする血清型による IPD

確実に減少していますが、7 価
PCV でカバーできない血清型の
割合が増加してきています。
2013 年には、7 価 PCV よりもカ
バー率が高い、10 価 PCV や 13
価 PCV の承認が予定されていま
す。なお、7 価 PCV 接種者に 10
価 PCV や 13 価 PCV を接種する
ときは、残りの回数をこれら
PCV で接種することになります。
日本脳炎ワクチン２期の積極的勧奨
平成 24 年度までは、1 期は積極的勧奨が行われていましたが、2 期については、積
極的勧奨は行われていませんでした。平成 25 年 4 月から 18 歳になる世代（高校 3 年
生世代）を対象に 2 期の積極的勧奨が再開されます。なお、日本脳炎ワクチンに対する
免疫は、どこかで 2 回接種しておれば免疫記憶はできていますので、1 期初回接種後 6
ヶ月以上経過しておれば、いつでも 1 回の接種で効果的なブースター効果が認められま
す。また、1 期追加接種後に行う 2 期接種の時期は、現行の接種スケジュールに従えば
原則 5 年後ですが、1 期追加接種後 5 年以上経過しておれば、1 回の接種で効果的なブ
ースター効果が認められます。接種スケジュールが標準的でない人にも、1 期追加接種、
2 期接種を勧めてください。
麻疹風疹対策
平成 24 年度をもって MR ワクチン 3 期接種、4 期接種は終了しました。麻疹、風疹
ともに 2 回ワクチンを受けていると多くの人は発症が予防されますが、可能ならば多く
の人が 2 回ワクチン接種を受け、集団免疫率を高め、流行をおこさないことが大切です。
麻疹の集団免疫率は 90～95％と感染症の中で一番高く、風疹は 80～85％です。1 期、
2 期の MR ワクチン接種率が 95％以上を目標としているのは、麻疹の集団免疫率から
きています。
2011 年から風疹の流行が続いています。発症している多くの人は、20 代～40 代の男
性と、20 歳代の女性です。ワクチンの接種率が高まると流行間隔が広がり、成人の発
症者が増加します。要は、今まで風疹に罹ったことがなく、風疹ワクチンを受けていな
い人は、年齢に関係なく風疹に曝露されると発症することを示しています。
2013 年に入って関東を中心に風疹が広がっています。風疹に罹患したことがなく、
風疹ワクチンを受けていない人は、年代に関係なく男女とも風疹ワクチンを受けてくだ
さい。なお、風疹は「三日はしか」と呼ばれていますが、一般の方が思っている「三日

はしか」は風疹だけではなく、突発性発疹、伝染性紅斑、エンテロウイルスによる発疹
症も混ざっています。明
らかな風疹流行がない
時に診断された風疹は、
先ず風疹ではないと考
えてください。免疫があ
る人に風疹ワクチンや
MR ワクチンを接種し
ても副反応が増強する
ことはありません。風疹
既往が怪しい時は風疹
対策も含め MR ワクチ
ンを受けてください。
「重大な副反応」の報告制度
予防接種制度の改正により、平成 25 年 4 月 1 日から、アナフィラキシー、急性散在
性能脊髄炎(ADEM)、脳炎・脳症などの「重大な副反応」を経験した場合、全例報告す
ることが義務化されま
した。副反応報告基準も
変更されましたので、誤
解がないようお願いし
ます。特にワクチン後に
誘導された特異的抗体
が人の組織と反応する
ことで症状が出現する
ADEM、GBS、ITP の
報告基準がワクチン接
種後 28 日までに 7 日間
延長しています。
まとめ
ワクチンは感染症対策の効果的な手段です。発症予防、万一発症した時の軽症化とい
う個人的な予防効果だけではなく、ヒトからヒトに感染する感染症では多くの人が免疫
を持つことで、流行を阻止することができるという集団免疫効果もあります。定期、任
意にかかわらず多くの保護者、医療従事者、行政関係者がワクチンに前向きに取り組む
ことを期待しています。

腸重積はロタウイルス感染と関係なく発症しますが、ロタウイルスワクチンと関係し
て発症することもあります。
各感染症の発症頻度から、Hib ワクチン、PCV7、DPT-IPV ワクチンを、それぞれ３
回接種してから BCG を接種するスケジュールが勧められます。
30 代、40 代の男性は中学校女性を対象に風疹ワクチンを接種していた世代です。ま
た、20 歳代の男女は、風疹ワクチンの接種対象者が、中学校女性から 1 歳の男女に切
り替わった世代の人達で、キャッチアップ接種として小学生の時に接種を行いましたが、
接種を受け忘れた人達です。

