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【次第】 

１． あいさつ 

 

２． 議題 

（１）水痘・おたふくかぜワクチン等の同時接種について 

（２）予防接種の事故防止について 

 

３． その他 

 

【議事】 

１． あいさつ 

    第２回小牧市予防接種協議会を開催させていただきます。今日行いますのは、

９月２４日に行いました予防接種講演会の折、同時接種･同日接種について小牧

市の見解を示してほしい旨の質問があり本日協議会開催の運びとなりました。 

    本日もよろしくお願いします。 

    それでは、志水会長の方から会に先立ちましてご挨拶をいただきます、またそ

のあとのお取り回しをお願いします。 

 

 あいさつ（会長） 

急な開催で申し訳ありません。先日の予防接種についての講演会の時に、水痘

とおたふくかぜワクチンについて市の助成が受けられるようになり、これらワク

チン接種の際に同時接種や同日接種をしてもよいのか、市としての見解を示して

ほしいという意見がありました。そこで予防接種協議会として、同時接種、同日

接種に対しての意見を出し、早急に通知を出した方が良いということでお集まり

いただきました。ご意見を頂ければと思います。 

それでは議題に移ります。 

議題 1、水痘・おたふくかぜワクチン等の同時接種について、を事務局から説

明をお願いたします。 



 

 （１）水痘・おたふくかぜワクチン等の同時接種について 

                           （事務局 説明 資料１） 

      

（会長）   同日接種は後ほどにしまして、まず同時接種からご意見を伺いたいと思

います。 

（委員）   実は今日のこのために病院の小児科の先生方と話し合ったのですが、同

時接種については我々小児科医としては日本小児科学会からの勧告とい

うのが今年の１月の段階で出されているこの参考資料のとおりですので、

同時接種をやることは問題ないだろうというのが我々の意見でして、ただ

実際問題としてヒブと肺炎球菌ワクチンの一時中断があって、接種に来ら

れる親御さんたちは個別接種を望まれる方が多いんですね。あれがあって

から同時接種される方は少なくなってきました。だから希望すればやると

いうスタンスで、相談を受けたときにはこの小児科学会のプリントだけす

っておいてこれをみて判断してもらうというのでどうかと思うんですが。

基本的には今回の水痘とおたふくかぜを同時に希望される方には我々の

方から NO とは言わないというスタンスでどうかと思いますが。 

（委員）   事務局から示された資料はいつ時点の考え方ですか。 

（委員）   今年の１月１９日ですね。今もホームページで見られます。 

（委員）   6 月に小児科学会から出ている予防接種の推奨スケジュ－ルをお配りし

ます。今後はこれにさらにロタウイルスワクチンが認可されるなど、非常

にややこしくなってきています。現時点で推奨されているスケジュ－ルは

このようですが、先ほど大野委員がいわれた様に同時接種については小児

科などでは実際に既にやっているわけですが、問題ないということですね。 

（委員）   小牧市で予防接種をされるところで小児科で行うばかりではないですよ

ね。我々は認識しているわけですが、お母さんの質問に対しても答えられ

るんですけども小児科を併合している内科医ですとかそれ以外でも予防

接種はやられていますよね。そこの先生方がどうとらえられるかというこ

とを考えた時に我々小児科医だけの見解だけではどうかというところが

一番危惧するところではあります。そういうことがきちっとできているか

どうかというのもあります。今回この講演会というのはそういうことのた

めに開かれたものであろうと思いますが、その上で予防接種もやりますと

手を挙げられたと思うので当然こういう体制が整っていなければいけな

いだろうとは思いますけど、そこが一番ネックかなと危惧しています。 

（委員）    今回水ぼうそうとおたふくかぜワクチンの費用を小牧市が負担・助成す

るということですが、これまで今日現在も任意の予防接種として日本全国

で接種がされております。この１０月以降について小牧市民の対象年齢の

方にこの予防接種の費用を助成をはじめるということで、新しいワクチン



で予防接種を開始するという話しではないわけですから、小牧市としては

当初から同時接種が是か否かという話し以前にこれまでも医師のご判断

でやっておられたわけですから、引き続き先生方のご判断で行っていただ

きたい。医学的、専門的な見地として行政側はわからないものですから最

終的な考え方として、市としては各先生方でご判断いただきたいと思いま

すが。  

（委員）   これに対して予防接種講演会の山崎先生はどのように言われていました

か。        

（事務局）  山崎先生は、あくまでも先生のところではということですが同時接種は

やりますとおっしゃってみえました。 

（委員）   同時接種では干渉作用は無いということが分かってきています。ただ接

種時間があまり開くといけないのではということです。 

（委員）   アメリカでは MMR にこの水痘を加えた MMRV というのがあるんですけど

MMRV は２回打つんですが、１回目は副作用が強くなるので１回目からは推

奨しないというのがありまして、アメリカの場合は MMRV になると MMR よ

りは水痘が入ることによって熱が高くなるという報告があるようですが。

日本でそうなるだろうとはいえませんけど。我々は小児科学会の勧告を信

じるしかないですね。 

（委員）   ワクチン同時接種後の死亡例の報告があり、一時見合わせが行われてか

ら、実際には同時接種は怖いということで減ってきています。同時接種に

ついては医師の裁量に任せ、保護者とよく相談してやればよいかと思いま

す。ただ複雑になってきているので、ワクチンの取り違えや接種間隔、接

種用量など接種ミスが増加する可能性があると思います。これらについて

は十分な注意が必要かと思います。        

（事務局）  ドクターの裁量で保護者との相談でしていただくということになると思

うんですが、その時に事前に事務局側から小児科学会からの考え方は他の

先生方はご存知かとは思うんですが、事前に今回この結果を予防接種に手

を挙げてくださっている医療機関に通知をしたいと思うのですが、情報提

供としてこの小児科学会からの考え方これ以外に何か参考になるような

ものを入れていくということは必要ないでしょうか。 

（委員）   同時接種としてコメントしてあるのは小児科学会からの考え方だけなの

でこれで充分だと思います。これに付帯する必要はないと思いますが、あ

とはこのスケジュールをだすか、同じようなところに入っていますのでホ

ームページのアドレスなんかをいっしょにだすとかですか。基本はこの小

児科学会の同時接種に関する考え方につきると思います。 

（委員）   厚生労働省関係のある予防接種研究団体が、以前には同時接種は必要が

ないと言っていましたが、最近はその必要性を認めているようです。 

 補償の問題ですが、任意接種ですのでもし事故が起きた場合は医薬品副



作用被害救済制度で行うということになるのでしょうか。 

（委員）   基本的に予防接種率を上げて病気を防ごう、まず打とうというスタンス

です。はしか撲滅でもそうですし。まず打つためには何回もというよりは

１回で同時にというほうが接種率も上がるのではないかというのが考え

方ではないでしょうか。 

（事務局）  今は水ぼうそうとおたふくかぜワクチンの同時接種について話していた

だいていますが、それ以外の予防接種も大丈夫ということですね。 

（委員）   はい。 

（委員）   同時接種は小児科学会の見解を参考にして頂いて医師と保護者の話し合

いで決めてくださいとしてはどうでしょうか。 

（委員）   同時接種を希望される方には小児科学会のこの資料１を参考にして、家

族に説明をし、家族の同意が得られたものについては同時接種は可能と考

える、でいいのではないですか。 

（委員）   保護者には十分説明してくださいということですね。他のワクチンとの

同時接種でも考え方は同じです。ただ事故が起きた時の補償の仕方の問題

はあるかと思います。 

        また同時接種で副反応が増加するということはないと、ある専門医の先

生もいっておられます。保護者に対してですが、同じワクチンでも 1回目

は A医院、2回目は B医院と接種施設を変わってくる人がいます。そこで

母子手帳などを持参していないと状況が分からずに接種ミスにつながる

ことも考えられます。なるべくかかりつけ医で接種するように、母子手帳

の交付時に良く伝えてほしいと思います。それから医師に対してですが、

予防接種は一般診療時間と分けるあるいは一般患者と部屋を別にするこ

となど、余分な感染を防ぐ注意を伝えてほしいと思います。 

（会長）   次に同日接種に移ってもよろしいでしょうか？ 

（委員）   これについて意見を伺ったある専門医のご意見ですが、同時接種の場合

には事実上同時、少なくとも数分内が普通です。それに対して同日接種で

は数時間場合によっては 10時間くらいまでを念頭におく必要があります。

例えば朝ヒブワクチンを接種し、夕方他院で DPT を接種するなどです。

この同日接種に対する効果や副反応などについての報告はおそらくない

でしょう。なぜなら他の国では同時接種が当たり前で、同日接種などはあ

りえないので、そのような研究を行う理由がなく、従って推論ですがデー

タによる根拠はないだろうと言うことです。考えられるとすれば即時型の

副反応は接種後 30 分以内に出現するし、ワクチンそのものや混入の

endotoxin などによるものは数時間～2 日目位、生ワクチンの弱毒不十分に

よる軽い感染症状は１－２週間、その他が考えられ、同日接種だと異なる

施設での接種となり、副反応などの責任問題などややこしくなる。この様

な事を考えると、色々な根拠が出るまで、しばらくしないというのでは如



何でしょうか？ 

（委員）   同感です。データがないですから。 

（委員）   同日接種を認めているところもあるようですが、実施するには市町村の

理解も必要です。これについて特に成文化されてはいないようです。小牧

市としては当分の間同日接種はしないと言えば済むと思いますが。 

（委員）   同時接種の場合は小児科学会の考え方があり同時接種を否定する具体的

な根拠もない。そういう中で主治医の先生方が保護者とよく相談していた

だいてお互いで判断されるんですが、逆に同日接種を避けていただくとい

うことになりますとそういった同日接種が是か否かというような国なり

製薬会社なりからのコメントがないというのもあるんですが、それを避け

る理由というのを書いておかなくてもいいんですかね。 

（委員）   万が一副反応が出た際の責任の所在が明らかでないことでしょうか。 

（委員）   小児科学会としての勧告は同時については効果が薄れるとかお互いのワ

クチンの干渉はない、それから有害事象の頻度が上がることはないという

ことが書いてあるんですけれど、同日接種についてはお互いのワクチンの

干渉があるかもしれないし副作用が強くなる可能性があるかもしれない、

その裏返しなんですよ。それに関するデータがない。基礎的なデータが存

在しないんですよね。 

（委員）   同日接種に対しては副反応など今の所はっきりした根拠がないため、し

ばらくの間は控えて頂きたいと言うようにつけてはと思いますが。 

（委員）   一方同日接種に関しては小児科学会の同時接種に関する考え方から、効

果・副作用についてはまだ不明なのでまた補償に関してもよりあいまいに

なるため当分の間は控えていただきたいというような文面になろうかと

思いますけど。 

（事務局）  協議会のご意見としては、同日は控えていくということですね。 

（委員）   そうですね。根拠としてははっきりしたものはないのですが、ワクチン

の干渉作用、副反応の補償の所在など同日接種について厚労省から通達が

出るかどうかですが。いずれにせよ市から通知を早めに出して頂いたほう

が良いと思います。 

（委員）   MR とか水痘・おたふくかぜをいっぺんにやりたい人がでるかもしれませ

んね。 

（事務局）  もし事故が起こった場合は市のこういう協議会を開いてその意見を国に

もっていくというそういう順番ですよね。先生方にご意見をいただいてで

すね。 

（委員）   おたふくはおたふくかぜワクチンで実際髄膜炎を発症した例がありまし

て、ウイルスを分離するとワクチンの株から発症したということもはっき

りしていることもあって、市民病院でもそういう症例がありましたし、開

業医で受けたワクチンですか保険診療でやったと思いますが健康被害で



請求できるのかというと任意でありますし、ワクチンである以上は発生し

ますよということはうたってあるので健康被害の請求ができるかわから

ないですか。はしかに関しても生ワクチンである以上そういう発症する可

能性はあると思うんですがそういうときはどうするんですかね。 

（委員）   副反応の訴えがあった場合は本協議会で協議してゆくということですね。 

（委員）   ADEM が起こったときの補償はどうなんですか。 

（委員）   日本脳炎ワクチンなどで ADEM が起きた時は国の救済がされています。

今後はインフルエンザとおたふく風邪や水痘ワクチンを同時接種する人

が増え、色々複雑ですので、接種ミスに十分気をつけて頂くよう一文入れ

ておいた方が良いと思いますが。 

（委員）   インフルエンザは今年量が変わりましたからね。接種する種類の取り違

え、量の取り違え等そういう注意書きをいれたらどうですか。 

（委員）   同時、同日接種についてはこれでよろしいでしょうか？  

       もうひとつポリオワクチンの問題があります。ポリオ生ワクチンによりポ

リオが発症することがあり、不活化ポリオワクチンを個人的に輸入してや

っている医師があります。ワクチンによるポリオ発症を恐れるあまり、現

在の生ワクチンの接種控えになってくるのが怖いわけです。また不活化ワ

クチンは個人輸入でおこなうわけですが、その品質の問題やもし副反応が

出た場合の補償など厚労省からは特になにも出ていないようです。患者さ

んからはテレビの報道を見たりして、どうしたらよいかかなり問い合わせ

があると思いますが、現行の生ポリオワクチンを定期接種して頂くように

話をして頂きたいと思います。全体の接種率が下がると、野生株強毒ポリ

オウイルスによるポリオ患者が発生する可能性があります。 

（委員）   少し前に東京都の接種率をやってましたよね。調べた区全部で接種率が

低下しているんですね。８５％くらいですか。 

（委員）   どうするのが良いのか聞かれたら現行のワクチンをきちんと接種して頂

くようにすることだと思います。今日本で開発されている DPT-IPV にどう

やって円滑に移行してゆくか難しいところです。       

（会長）   その他なにかよろしいですか？  

（委員）   インフルエンザワクチンの６か月未満というのはどうですか。 

（委員）   6カ月未満はあまりやらないですね。  

（委員）    一応６か月未満は両親が防いでくださいということですよね。前は１歳

未満だったんですよね。今回６か月から２歳になって、じゃあ６か月未満

をどうするか、今までは１歳未満のくくりだったんですがどういうふうに

扱いましょうかということがあったんですが、問合せがあったときは 6 ヶ

月未満は両親兄弟が予防接種をして本人は接種をしない。 

（委員）   だいたい子どもは発症阻止効果が悪いですね。特に B型に対しては効果

が悪い。また乳児のインフルエンザは熱も低く、軽くすむ場合が多いよう



です。 

（委員）   量も 0.1ml でしたからとても効くとは思えないんですよね。 

（会長）   その他何かありますか？  

議題（２）について説明をお願いします。 

 

（２）予防接種の事故防止について       

（事務局 説明 資料２） 

  

（事務局）  回数を多くうちすぎるとか対象年齢に達していない人に接種をしないな

ど事故を防止していきたいということで今までないものを母子手帳に差

し込んで母子手帳を渡す時に説明していきたいということで提案しまし

た。 

（委員）   これに関しては刻々と変わりますからね。 

（委員）   母子手帳は 1年に 1回作成していますか？  

（事務局）  そうです。途中で変わった場合は差し込みをしていくことになります。 

（委員）   この表に生ワクチンとか不活化ワクチンという表示をすると分かりやす

くなると思います。 

（事務局）  今の親子健康手帳にプラスしてスケジュールとどれがやれているかを書

けるようにしたものを差し込みして作りたいと思います。 

（委員）   ここに「良く分からないことはかかりつけ医に相談しましょう」と書い

て頂くといいですね。 

（事務局）  予防接種を受けるときは必ず母子手帳を持っていくように話したいと思

います。 

（会長）   それではこれで終了してよろしいでしょうか？特にないようです。事務

局からは何かありますか。 

（事務局）  特に事務局からはございません。 

        

閉会 

 

 

 

参考参考参考参考；；；；厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省よりよりよりより 

• 不活化ポリオワクチンが導入されるまで、ポリオワクチンを接種せずに様子をみる人が

増えると、免疫をもたない人が増え、国内でポリオの流行が起こってしまう可能性が増

加します。ポリオ流行のない社会を保つためには、ワクチンの接種が必要です。 

生ポリオワクチンの 2次感染を防ぐには、地域内で全ての乳児が一斉に接種を受ける

のが、最も安全性の高い方法です。お住まいの市町村がご案内する時期に接種を受

けることをおすすめします。  



厚生労働省；不活化ポリオワクチンの導入に関する新聞報道について 予防接種行政に

つきましては、日頃よりご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さ

て、９月７日付けの一部の新聞において、不活化ポリオワクチンが来春

から導入されるとの誤認を招く報道がなされました。 不活化ポリオワ

クチンの導入に向けてのスケジュールは、８月３１日に開催された「不

活化ポリオワクチンの円滑な導入に関する検討会」の資料（別添１）に

おいてお示ししているとおり、現在、複数の企業により不活化ポリオワ

クチンの開発が進められており、本年末頃より順次薬事承認申請がなさ

れる予定です。このため、早ければ平成２４年度中にも DPT（ジフテリ

ア・百日せき・破傷風）と不活化ポリオワクチンとの４種混合ワクチン

（DPT-IPV）が導入されることも想定されますが、平成２４年度当初か

らの実施は予定しておりません。 現在、予防接種法に基づいて、経口

生ポリオワクチンの接種が勧奨されているところであり、その実施を継

続するとともに、接種に関する住民への周知に当たって遺憾のないよう、

管下市町村への周知方お願いいたします。 ９月７日付けの報道 


