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         『病気の子ども カリエール画 1885 年』 
 
 

      予防接種と子どもの健康 
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ワクチンについて知って欲しいこと  
     おぐちこどもクリニック 小口弘毅 
 医学の歴史は感染症との戦いであると言っても過言ではありません。人類は多くの戦争を経験
してきましたが、戦場での感染症による病死の方が戦死者を大きく上回っていました。歴史上の
記述から、しばしばペストや天然痘の流行で都市人口が激減した事も解っています。また天災や
不順な気候の為に農作物の収穫が減少し人々が飢餓に曝され栄養状態が悪化すると、感染症が蔓
延して多くの人々、その中でもとりわけ抵抗力の弱い乳幼児の命が奪われたのです。特にペスト
は中世ヨーロッパ社会を壊滅させ、文明の停滞をもたらした事は良く知られています。1300 年
代に猛威を振るったペストは全身に出血斑が現れ死に至る恐ろしい病気、黒死病（black death）
と恐れられ、老若男女を問わず人々を震撼させました。わずか数年間のペストの流行で、8000
万人まで増えていたヨーロッパの人口の半分に相当する 4000 万人が亡くなったと考えられて
います。その惨状は多くの絵に描かれており、またペストを記念する建築物がヨーロッパには多
く残されているのです。左下の美しい教会はベネッツアのサンタマリア教会ですが，このような
壮麗な教会がベネッツアでのペストの終焉に感謝して建てられたのです．右下の絵画は花の都と
言われるフィレンツェのペスト流行時の惨状を描いたものです．多くの遺体は埋葬する場所が無
くなり，塔の中に投げ込まれたそうです． 

 
 中世の乳幼児の死亡率は解っていませんが、スイスに残っている古い記録によると、まだ村で
あったジュネーブの乳児死亡率（10,00 出生に対する死亡数で表します）は、16 世紀には 260、
17世紀には237、18世紀には202と考えられます。この数百年間に少しずつ減少したものの、
４～５人に一人の乳児が１歳までに亡くなっていたのです。当時の版画「死に連れ去られる幼児
（1538 年）」を見て下さい．壊れかけた家で食事の準備をしている最中に、骸骨に連れ去られ
ようとしている幼児が両親に助けを求めている絵です．その添え書きにはこのような対話が載っ
ています．人々のあきらめの気持ちが伝わってきます．「死神と幼ない子との対話：死神 “幼い
子どもよ、お前はまだ生まれたばかり、お前の無邪気さに哀れむ事なく、お前を墓に連れてゆく、
どんなに抵抗しようとも。” 幼い子ども “ああ、あたしはやっと話すことができ、生を味わっ
たばかりなのに、この世から去らねばならないとは”」 
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 しかし、命取りになる感染症を克服して生き残った人々は二度と同じ病気に罹らないという観
察が人々の間で伝承されてゆきました。まだ病原体という実態さえ知られていなかった 18 世紀
に、イギリスの田舎医者であったジェンナーは牛痘に罹った乳搾りの女は天然痘に罹らないとい
う言い伝えに興味を持ったのです。彼女達は牛痘（牛の天然痘）に軽く罹ると天然痘の流行時に
も、天然痘にはかからないという事実をジェンナーは突き止めたのです。牛には人の天然痘に似
た病気があり、これを牛痘といい、人に感染しても症状は軽微です．1796 年にジェンナーは人
類で初めて牛痘に感染した乳搾りの女性の病変部の膿を取って子どもの腕に接種したのです．そ
してその子が天然痘の流行時にも感染しない事を確かめたのです。 

 

 

左の絵は，ヨーロッパの至る

所で見られる「死者の行進」、

あるいは「死の踊り」という

タイトルのついた絵です。王

侯貴族と思われる出で立ち

の男女が骸骨と手をつない

で輪舞を踊っている様子で

す。ペストが流行し、あまり

に死が身近だった状況を描

いています． 

未だ、ウイルスや細菌の存在そのもの，そして疫病

から免がれる力、すなわち免疫システムが科学的に

知られていなかった時代にジェンナーの勇気ある

試みは画期的であると同時に、天然痘に苦しむ人々

を救い、人類に福音をもたらしたのです。そして

19 世紀の細菌学の発展と、それに引き続くワクチ

ン開発の時代へと扉を開いたのです． 

この絵は、日本に種痘が輸入された当時に

描かれた種痘接種を薦めるパンフレットで

す．牛痘から作られたワクチンでしたから、

このように牛に乗ったこどもが天然痘とい

う疫病を擬人化した悪魔を種痘針で撃退し

ています．このイラストは現在にも通じる

ものです． 
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 このような種痘の急速な普及は人々がいかに多くの感染症に悩まされており、疫病から免れる
方法を待ちこがれていたかが解ります。世界的な規模で種痘接種は行われ，1979 年にはWHO
から天然痘撲滅宣言が出されましたが、種痘開始からおよそ 200 年後のことでした。ジェンナ
ーの発想は「自然界から恐ろしい病気に良く似た弱い病気を見つけて人工的にその弱い病気にか
からせて、恐ろしい病気の発症を防ぐ」というもので、恐ろしい病気は人の間で流行する天然痘
であり，牛痘は良く似た弱い病気です．しかし、自然界にそのような都合の良い病気はそれほど
無いのです．免疫学の父と言われるパスツールは発想の転換によりその「良く似た弱い病気」を
起こす病原体を造り出す事に成功したのです．パスツールは人工的に免疫を造る方法を指して
「ワクチン vaccine」という言葉を提案しました．この言葉はラテン語の雄牛 vacca に由来し
ており、ジェンナーの功績を記念したものです．現在は予防接種には V accination ある
いは Immunization の二通りの言い方があります． 

 

 幕末の 1849 年に種痘が輸入されて、福井藩の藩医である笠原は京都で種痘の接種を始めて
います。その理由は当時、福井藩で１万人の子ども達が天然痘で亡くなったからです．確かに江
戸時代、日本の医学は立ち遅れていましたが，医師達の病気を予防しようという気持ちは強く、
子ども達の命を尊いものと捉えていたことは間違いないのです．江戸時代後期の日本の乳幼児死
亡率は恐らく 200 前後だったでしょう．本当に多くの乳幼児が早逝しており，その原因のほと
んどは感染症であったのです．それでも医師達はあきらめていなかったのです。明治になって、
医師達はドイツに留学し、北里柴三郎のような世界的な免疫学者が出て、医学も大いに発展した
のです。種痘が開始されて約 100 年後の 1881 年に、パスツールは初めて免疫学の理論に基づ
いて炭疽菌のワクチン開発に成功しています．彼は、人や動物に致死率の高い感染症である炭疽

左図は天然痘患者の写真です．すでに天然痘患者は
地球上から姿を消しているので小児科の教科書に
も載っていません．これは、医学の歴史という本か
ら転載したものです．天然痘から回復しても，顔に
醜い“あばた”が残り、江戸時代も非常に恐れられて
いました．種痘の開始からわずか５０年後の幕末に、
日本にも種痘は医師達の強い要望により輸入されま
した。 

左の絵は、ある絵本からとった幕末
の種痘の光景です。大きな子どもが
種痘を受ける幼い子どもの面倒を
見ている様子が微笑ましいですね．
江戸時代から日本の子ども達は大
切に育てられていたのです． 
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菌を植え次ぐ事（継代培養と言います）で、病原性の弱いミュータント（変異株）を選びだした
のです．このミュータントを注射された羊は時間を置いた後に、病原性の強い炭疽菌を注射して
も病気を発症しなかったのです（免疫応答の時間を与えたのです）．パスツールは炭疽菌のワク
チン開発後に，狂犬病のワクチンの開発にも成功しています．現在でも弱毒化の方法として広く
この継代培養法が使われているのです． 
 1796 年の種痘から始まった予防接種の歴史は 200 年をすこし越えていますが，現在では 21
の感染症に対するワクチンが開発されており，世界中で多くの感染症の防御，制圧に成功してい
ます．ワクチンを理解する為には、免疫についての知識がある程度必要なので簡単に説明します．
免疫システム（immune system）には生まれながらに備わっている「自然あるいは先天免疫、
英語では innate immunity（innate とは生まれつきという意味）」と生まれ育ってゆく間に獲得
してゆく「獲得あるいは後天性免疫、英語では acquired immunity」の２つに大別されます。
そして自然免疫は非特異的免疫で、生体に侵入してくる全ての異物（病原体を含めた、非自己）
に対して働く幅広い免疫であり、最初の防御機構です．この最前線の免疫システムを突破された
ら、病原微生物であるウイルスや細菌に対する特異的な防御システムである獲得免疫が始動しま
す．ワクチン接種により，自然免疫を高めることはできませんが，二次防衛システムである獲得
免疫を高めることができます．この点は重要ですが，今の私たちは子ども達の体力を鍛えて自然
免疫を強める努力を怠っていると思われます．この自然免疫は生まれつき備わっているものです
が，成長と共に強まってゆく事も事実です．しかし、過剰なストレス，蓄積した疲労，そして栄
養状態の低下により、自然免疫も弱まってきます．自然免疫と獲得免疫が上手に絡まり合って、
言い換えると絶妙な連携を取りながら人体を感染症から守っているのです．戦場で言えば，最前
線の守備隊が自然免疫であり，前線を突破して侵入する敵部隊を撃退する為に送り込まれる特殊
部隊が特異的免疫である獲得免疫です．そしてこの獲得免疫には抗体が主役を演じる液性免疫と
細胞性免疫の２種類があります．そしてこの場合も２種類の免疫システムが連携を取って体内に
侵入した病原微生物を攻撃するのです． 
 生まれ落ちた瞬間から人は病原微生物に取り囲まれて生きてゆくのです．外界に接する人の体
は物理的な障壁としての皮膚と粘膜に覆われており，皮膚，粘膜からの分泌液は抗菌作用を有す
る化学物質を含んでいます。気管支などの粘膜表面には繊毛が生えており，異物などを捕獲して
外に運び出す作用があります．組織の損傷が起き，細菌などが侵入してくると即座に反応する非
特異的防御システムである自然免疫が働き出すのです．下図のように血管内から多様な免疫担当
細胞（白血球、単球など）が損傷組織に急行して、補体系のタンパク質と協同して細菌などをア
タックし、様々なケミカルメディエーター（サイトカインなど）を放出します。単珠は血管内か
ら組織中に出てくるとマクロファージーへと分化して、組織内で増殖している細菌などを貪食し、
同時に CSF（colony stimulating factor）という化学物質を放出し，骨髄における白血球特に
好中球の産生と放出を促します。血液中に増加した好中球は援軍として炎症部位に移動し，細菌
と闘って、死に絶えた細菌と白血球の塊は膿となって出てくるのです（これは相打ちでしょう
か？）．補体は一連のタンパク質であり，病原体の侵入により抗体の様な特異性はありませんが
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活性化され免疫応答を補助しています。活性化された補体は、好中珠やマクロファージーなどの
貪食細胞を引き寄せ、さらに細菌など病原体の細胞壁に付着すると壁を破壊して穴をあけて細菌
などを死滅させるのです． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Innate immunity（自然免疫）は上の３つの図により簡単に説明できます．外界に対する
皮膚、粘膜などの物理的および化学的バリアー、そして微生物などに対応して炎症反応を引
き起こす防御タンパク質（補体やインターフェロン）、貪食したり、細胞破壊機能を持つ貪食
細胞（血液中の多様な白血球）や natural killer cell などが関与します．微生物などの侵入に
対して、自然免疫は速やかに反応しますが、同じ微生物が繰り返して侵入しても，その免疫
記憶を持たず，反撃の力が強まる事はありません。炎症反応を単純化すると，１、障害を受
けた組織や肥満細胞はヒスタミンを遊離し，その局所の血管を拡張させ，血流の増大を来す．
２、血管から組織中に抜け出てきた単球はマクロフォージーに変化し，病原体を貪食し、サ
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イトカインを遊離し局所の炎症反応を促進します．サイトカインはさらに炎症の場に白血球
を呼び寄せます．単珠以外の好中球などに代表される白血球も同様に，上図のごとく毛細血
管から組織中に抜け出て、細菌を貪食します． 

 
 細菌やウイルスが生体の防御を突破し、細菌が組織内あるいは血液中で増殖を始め、また
細胞内でウイルスが増殖して、感染が拡大してくると自然免疫だけでは押さえ込むことがで
きなくなり、いよいよ獲得免疫の出番です。病原体に出会った Bリンパ球は抗原として認識
して抗体産生を始めます．血液あるいは組織中で抗体は抗原である細菌やウイルスと結合し
抗原̶抗体複合体を形成し、様々な免疫応答により病原体の攻撃を始めるのです．問題はウ
イルスのように細胞内に入り込んでしまう場合であり、抗体や、通常の白血球では細胞内ウ
イルスに攻撃を加えることができなくなり，細胞性免疫の出番となります． 

 
 まずは獲得免疫のメカニズムについて説明します．全ての血液細胞（赤血球、白血球、リ
ンパ球）は赤色骨髄で産生されます．リンパ球は B 細胞と T 細胞に大別され，骨髄（bone 
marrow）内で成熟するリンパ球は bone marrow の B をとって B 細胞と呼ばれ、胸腺
（thymus）に移動して成熟するリンパ球は thymus の T をとって T 細胞と呼ばれます．病
原微生物が体内に侵入すると、その抗原に特異的に反応する抗原リセプターを有する B-細胞
のみ（クローン clone と呼ぶ）が反応して形質細胞に分化、増殖して大量の抗体が産生され

細菌性頚部リンパ節炎の所見です。炎症部位の血管拡

張により皮膚は赤くなり、炎症部位に動員されてきた

白血球は細菌と闘い，細菌を貪食し、共に死に絶え膿

となっている。この局所での防衛戦で細菌の増殖を抑

えて包囲したのです．これに失敗すると細菌は全身に

拡って、敗血症に進行します．本症例では抗生物質の

処方のおかげで、局所感染に留まったのです。 

ウイルス感染が起きた場合、ウイ

ルス血症の時期は血中ウイルスに

抗体が結合し、中和する事が出来

ます。しかし細胞内にウイルスが

潜り込んだ後は，感染細胞を見つ

け出して、その細胞ごと破壊する

キラーT 細胞が主役を務める細胞

性免疫の出番です．生ワクチンの

みが同様なメカニズムで細胞性免

疫を誘導出来るのです。 
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ます（液性免疫、クローン選択）．また形質細胞に分化しなかった一部の B-細胞はmemory B-
細胞となって残ります．感染が収束して、抗体産生の役目を終わった形質細胞はアポトーシ
ス（apoptosis）を起こして消滅します．抗体（主に Ig-G）は非常に複雑な構造タンパクで
あり、数ヶ月で崩壊し血中から消失します．しかしmemory B-細胞（抗体を作る設計図を持
っている細胞？）はそのまま残ります．そして次に同じ病原微生物が体内に侵入すると、即
座に認識して抗体産生を開始します．これは二次応答と呼び、２回目の病原体侵入という抗
原刺激に対する抗体産生反応はより大きく、より速やかに病原体は排除されるのです．病原
微生物をワクチンに置き換えても同じ反応が誘導されることはお解りになるでしょう． 

 
 形質細胞はおよそ200万の異なった抗原に対応して抗体を作ることができると言われてい
ます．これは 200 万の異なった遺伝子がある訳ではないのです．良く解りませんが，遥かに
少ない DNA が抗原に対応して変化して異なった無数の特異抗体を作るのでしょう．では抗
体はどのようにして病原微生物を攻撃するのでしょうか？Ig-G は血管内から速やかに血管
外スペース（組織内）への拡散し、細菌が造り出した毒素に結合し中和します（毒素の活性
低下）。また抗体は微生物の細胞壁に提示されている抗原と特異的に結合して抗原̶抗体複合
体を形成し、補体系を活性化し、貪食細胞を引き寄せて微生物の貪食を促進します．同様に
Ig-G抗体に細胞壁をコーティングされた微生物はNK cell(natural killer cell)などにより貪食
されやすくなるのです．また母体の血液中の Ig-G は妊娠後期に胎盤を通過して胎児に移行し、
生後数週間の新生児免疫の中心となります。また初乳中に分泌される Ig-G も腸管粘膜から新
生児の体内に吸収され、免疫力を強化します．このように母親と新生児が共有する細菌に対
して母親から胎児、新生児に移行した免疫抗体は生まれてきた新生児を効果的に守ってくれ
るのです（受動免疫）．骨髄中で休止状態にあるリンパ球はそのセンサーに反応する抗原物質
（微生物でも，ワクチンでも良い）に遭遇すると（鍵と鍵穴のような関係が成立）、増殖を開
始し形質細胞に分化し、抗体産生を始めます．言い換えると，特異抗原が B細胞の受容体に
結合して初めて B細胞は分裂を開始するのです．一つの抗原に対応する唯一のリンパ球が活
性化すると形質細胞に分化、増殖することを clonal expansion と呼びます．形質細胞から大
量の抗体が産生されるまでに必要なこの細胞分化および増殖の過程は数日かかります．感染
が改善すると、役目を終えた形質細胞は死滅します．しかし、クローンとして選択された B
リンパ球の一部は形質細胞とならず，記憶細胞（memory cell）に分化して、そのまま残り，

１回目のワクチン接種により惹起

される抗体産生反応の一次応答は

小さく弱いものです。2回目のワク

チン刺激に対してメモリーB 細胞

は速やかに反応し，大量の抗体産生

が起こるので２次応答は大きく長

く続くと考えられます． 
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免疫記憶となります．このようにして病原体（抗原，あるいはワクチン）に一度暴露すると、
メモリーB 細胞に免疫記憶として残り，２度目に同じ病原体に遭遇するとより早く強い抗体
産生システムが起動し病気にならないのです．ワクチン接種の意義は抗体産生を誘導するだ
けでなく、メモリー細胞を生み出して，免疫記憶を残す事にあるのです。 

 
 細胞性免疫を担う T-細胞が胸腺を出る時には，B-細胞と同様に抗原受容体を持っています
が，独力で抗原を認識することは出来ません．T-細胞が抗原を認識する為には、抗原提示細胞
（APC: antigen presenting cell）を介して抗原が提示される必要があります．APC により
抗原が提示されると、その抗原に特異的に結合した T- 細胞は活性化され、B-リンパ球と同様
に分裂、増殖して、様々なサイトカインを放出します．サイトカインは、マクロファージ、
B-細胞、T-細胞など様々な免疫細胞の機能を活性化させる化学物質です。活性化された T- 細
胞はウイルス感染細胞やがん細胞などの提示を受けた抗原と同一の抗原性を有する細胞を破
壊します．T- 細胞には細胞障害性 T 細胞とヘルパーT 細胞の２種類があります．細胞障害性
T 細胞は非自己であるウイルス感染細胞などを破壊し，細胞性免疫の主役として働きます．
これに対してヘルパーT 細胞は他の免疫細胞の反応性を促進する化学物質であるサイトカイ
ンを分泌する事により免疫機能を調節しています．B細胞が分泌する抗体は、細胞に感染し、
細胞内に入り込んでしまったウイルスには作用することができません．しかし、細胞性免疫
を担う T 細胞は APC の助けを借りて、ウイルス感染細胞を見つけ出し，細胞ごと破壊する
ことができるのです．上右図のごとく、APC によりウイルス抗原が提示されると，細胞障害
性 T細胞は標的細胞に結合し、perforin を分泌し破壊します．B細胞と同様に，活性化され
た T 細胞の一部はメモリーT 細胞となって，体内に留まって、同じ抗原が侵入した際に細胞
性免疫応答を迅速に開始する役目を果たします． 
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日本におけるワクチンの状況 
 最近の数年間で、日本と欧米諸国のワクチンギャップを解消しようと言う努力により、従
来のワクチン接種体制の改善と並行して，多くのワクチンが新しく導入されるようになって
きました．しかし、まだまだ課題は多いので、今後の課題を見越しながら解説します． 
 乳幼児の髄膜炎は親御さんたちにとってだけでなく私達小児科開業医にとっても非常に大
きな脅威です．何故だか解りますか？初期に受診した場合は，普通の風邪とほとんど区別が
つかないからです．私のクリニックは元新生児科医ということで乳幼児が多く受診しますの
で，常日頃から初期であっても髄膜炎の見逃しだけは避けたいと注意深く診察しています．
しかし、やはり初期であれば解らないと思いますし，今まではただ単に運が良かっただけな
のでしょう． 

 

2014 年に発表された長野県の病院小

児科に入院した髄膜炎児 157 例に関す

る論文です．ヒブおよび肺炎球菌のワク

チン接種接種が始まる以前の10年間の

調査です。発症年齢は非常に早く，1才

未満が約半数を占めています．下の図は

髄膜炎の原因菌の内訳です．ヒブ（Hib）

が半数以上を占めており、ヒブおよび肺

炎球菌のワクチン接種を乳児期早期に

完了させておく事の重要性が解ります．

また両菌の抗生物質耐性率が高い事も

重要であり，発症してからの治療が難し

い病気なのです．ヒブ（Hib）とはヘモ

フィールスインフルエンザ菌 B 型

（Hemophilus influenza-type B）の短

縮型です。 
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 長野県の基幹病院小児科を対象とした疫学調査をもう少し詳しく説明します。ヒブと肺炎
球菌ワクチン導入前の 2001～2010 年の 10 年間に発症した小児細菌性髄膜炎（15 才未満）
の調査結果です。細菌性髄膜炎と確定出来た症例 133 例、疑われた症例 24 例、計 157 例が
集積されました．小児人口 10 万人あたりの細菌性髄膜炎の年間発生頻度は、１才未満では
44.6、5 才未満では 14.4 例、15 才未満では 5.0 でした。起炎菌が判明した 132 例の内訳
は，インフルエンザ菌 60.6%、肺炎球菌 19.7%でした。これらの菌による髄膜炎は生後 2
ヶ月過ぎから増加し、発症年齢の中央値はそれぞれ 16 ヶ月と 9 ヶ月でした．抗生物質に対
する耐性の有無が検討されたインフルエンザ菌髄膜炎 67 例では、耐性菌は 34%、肺炎球菌
では 26 例中耐性菌は 69%を占めていました．157 例の転帰は、治癒 120 例、後遺症あり
34 例、死亡が 2例でした．このように、未だに小児期髄膜炎は恐ろしい感染症であり，特に
乳児期を中心に発症し、近年耐性菌の増加が見られることも問題になっています．まさに髄
膜炎は早期発見が難しく，予防に徹することが肝要と思われます． 
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この朝日新聞記事はヒブワクチンが開始される前に起きた悲劇的な家族を取材したものです．
何と両親は若い小児科医と産婦人科医なのです．小児科医の母親であっても早い時期に髄膜
炎の急速な進行に気がつかず、髄膜炎による脳死状態となってしまったのです！この様な子
どもを作らない為にワクチンの種類によっては適切な時期，要するに早い時期から接種する
ことが大事なのです．つまり接種する時期があることを認識して下さい． 

 
 

現在、世界では 21 の感染症に対するワクチ
ンがあります。細菌感染が８種類、ウイルス
感染が１３種類で、極めて有効です。しかし、
ワクチンの副作用が全く無くなった訳ではあ
りません．副反応，有害事象との戦いから今
日のシステムが出来たのです． 

乳児死亡が減ってきた 1960年代

から、重大な有害事象が起き、ま

た国を相手取った訴訟がなされ

る度に、予防接種に対する大きな

批判の動きが出るようになり、そ

の度に行政も揺らいできました。

左表にそれら事件が列挙されて

います。京都ジフテリア禍事件

(1948年)、種痘禍(1970年)、DPT

後の死亡例(1975年)、MMR接種

後の無菌性髄膜炎(1989～1992

年 )などが問題となりました。

DPT 接種は一時中止となり，そ

の後の接種率が激減したのです．

その為に百日咳は再び猛威を振

るい患者数と死亡数も増加して

しまいました．1994 年の予防接

種法の改正により、接種は義務か

ら勧奨に緩和され、集団接種から

個別接種に変わってゆきました。

これは明らかに予防接種行政の

後退です。 
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 上図は百日咳ワクチン接種と百日咳患者数・死亡数の推移を示すものです。1950 年以前
は、百日咳患者は 10 万人を越えており、その一割の 1万人が死亡していました。その当時、
百日咳により多くの新生児が死亡したのです。1950 年に百日咳ワクチン接種が開始される
と患者数・死亡数共に順調に減少してゆき、1970 年には患者数は 1000 人を割り、死亡例
は 10 人以下となっていました。1975 年の DPT 接種後の死亡例の為に、一時 DPT 接種は
中止に追い込まれました。３ヶ月後に再開されたものの、接種率は大幅に低下した為、1979
年には患者数は 13000 人、そして 20 人以上の死者数となりました。その後の DPT 接種率
の回復とともに、現在では百日咳は非常に稀となりました。このように DPT 接種の例をとっ
ても解るように、VPD は予防接種率を維持する事で子ども達が守られるのです。2001 年の
Hib、肺炎球菌ワクチンが導入された数ヶ月後に死亡例が相次ぎ一時的に中止されましたが、
専門部会でワクチン接種との因果関係は認められないとの見解が出されて、現在にいたって
います。現在、ワクチンデビューは２ヶ月からと、Hib、肺炎球菌ワクチンを主として早期接
種を薦めています。私が危惧するのは、この時期に重なる生後２～4ヶ月に SIDS（Sudden 
Infant Death Syndrome：乳幼児突然死症候群）の頻度が高い事です。SIDS は死亡が全く
予測できない健康な乳幼児が突然亡くなり、病理解剖など詳しい検索を行っても死因を特定
できない症候群で、世界中で見られる症候群です。その頻度は地域によって開きがあり、出
生 1000 に対して 0.2～3.0 と考えられ、日本では 0.56～0.68 と言われています（およそ
1/2000）。このようにかなり頻度が高いと思われる SIDS が予防接種後に紛れ込む可能性が
あるのです。この事は乳児期のワクチン接種につきまとう問題です。しかし、乳幼児の髄膜
炎を予防する為にこのキャンペーンは続けなければいけないのです。 
 世界中で子ども，とりわけ乳幼児死亡率は改善してきています．日本はその最たる国であ
り，およそ 100 年前の明治̶大正時代には１才までの乳児期死亡率は 190（1000 出生に対
して）と非常に高く、2000 年になってわずか 3に、およそ 100 年間に 1/60 にまで低下し
たのです．このような驚くべき改善は、衛生状態，栄養面の改善に加えて，小児医療の進歩
とワクチンの導入があったことは明らかです．このように世界でも最高レベルの低い乳幼児
死亡率を達成した日本では、本当に子どもは死ななくなったと言っても過言ではないでしょ

長い期間を経て予防接種制度はその

有効性と副反応や有害事象の影響を

受けて変遷を遂げてきました． 

VPD(vaccine preventable diseases:

ワクチンで防げる病気)に対して積極

的に予防しようという社会的コンセ

ンサスが最近になって強まっている

事は歓迎すべき動きだと思います。 
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う．事故など不慮の死亡の方が多いのが日本の状況です．すでに子ども達の健康は保証され
たのだから，痛いワクチンを、しかも同時に何種類も接種する必要は本当にあるのでしょう
か？とお母さんが思うのは自然なことです．そしてワクチンの副反応、有害事象などの報道
が相次ぐとお母さんたちの不安は大きくなります．今の日本で子育てをしている若いお母さ
ん方には、ワクチンによって子ども達の命が守られている実感があまり湧いて来ないかもし
れません．しかし、難民キャンプで医療施設を開設して医療援助をやっている MSF は、ま
ず難民キャンプの子ども達にはしかのワクチンを開始します．栄養状態の悪い子ども達は麻
疹にかかるとたちどころに死んでしまうからです．これは MSF でロジスティックコーディ
ネーターとして仕事をしている長男隼人から聞いたことです． 

 

 

 この世界地図は、１才未満の乳児死亡率を色分けして表示したものです．赤色は乳児期に
100 人以上死亡する地域で、アフリカに集中しています．アフリカ以外で唯一赤い国はアフ
ガニスタンなのです．長く戦乱が続き医療システムは壊滅状態であり，その結果が乳幼児死
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亡に現れているのです．これに対してヨーロッパ、北米そして日本は 10 人未満と乳児死亡
率は非常に低い地域です．世界の多くの国では未だに多くの乳幼児が感染症でなくなってい
る事実を知って下さい．そのうちの多くは VPD と言われる病気なのです。まさに予防が最も
有効な方法なのです．毎年、途上国を中心に麻疹でなくなっている乳幼児の数は 80 万人と
も言われています．ユニセフは乳幼児保健の指標として世界各国の U5MR（Under 5 
mortality Rate：５才未満児の死亡率）を報告しています、これも日本は非常に低く、1000
出生に対して３です。アフリカの最貧国の一つのシエラレオネは何と 300 を越えているので
す。可愛い盛りの５歳までの子ども達が３人に一人が亡くなっているのです！これでは、中
世の時代と変わらないのではないでしょうか？ 

 
「VPD はワクチンで予防する」という確固たる方針を普及させることがこれからの課題です．
以下、日本のワクチン行政の現状とその問題点について列挙してゆきます． 
１、定期接種と任意接種の区分の問題：日本独特の制度であり，定期接種は予防接種法で規

定され、原則費用がかかりません。任意接種は予防接種法で規定されておらず、原則保
護者が費用負担します．任意接種には、水痘，おたふく、B型感染、ロタウイルスなど、
どれも非常に頻度の高い感染症です．費用負担が大きく、自治体による接種勧奨も行な
われていないため、接種率は低く，国内では未だに流行が認められ、水痘やおたふくは
毎年 80 万から 100 万人を超える患者が認められ，中には重症化して入院例も少なくあ
りません．任意接種ワクチンは定期接種ワクチンと同様に重要なものであり，海外には
このような区別はありません．副反応や健康被害に対する救済制度も見直す必要があり
ます．予防接種法に定められている定期接種とそうでない任意接種とでは、救済措置に
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大きな隔たりがあり、任意接種では十分な補償が受けられず、非常に大きな問題です． 
２、同時接種に対する抵抗感と混合ワクチンの開発の遅れ：近年、ワクチンギャップを埋め

るべく接種出来るワクチンの種類が増えてきています。特に乳幼児期は限られた期間内
に接種を完了し，生後 6 ヶ月に発症ピークを迎えるヒブ髄膜炎などの重篤な疾患を確実
に予防する必要があります．その為に複数の異なるワクチンを同時に接種する「同時接
種」が有用な手段となります．その効果と安全性はすでに海外で証明されています．し
かし，日本では「同時接種」の歴史は浅く、医療者の間でも未だに十分な理解が得られ
ていません．今後，異なる病原体のワクチンが一つのシリンジに入っている「混合ワク
チン」を更に増やしてゆく必要があると思われます．最近になって、ようやく４種混合
ワクチン（DPT+不活化ポリオ）が追加されたに過ぎません。特にヒブワクチンと肺炎
球菌ワクチンの接種スケジュールはほぼ同様なので両者の混合ワクチンの導入が望まれ
ます． 

３、「VPD はワクチンで予防する」というビジョンが欠けており，その理念を社会全体で共
有する必要があります．ともすると「予防接種によるリスクはゼロでなければない」と
いうゼロリスクの中で制度の進歩が止まってしまっていたと思われます．米国では，予
防接種が「接種した個人の感染予防」であると同時に、皆がワクチンを接種する事で集
団免疫（Herd immunity）を獲得し、感染症の発生頻度を抑え、「社会集団を守ろう」と
いう意識が共有されています．特に最近は、働くお母さん達が乳児を保育園に入れるケ
ースが増えてきていますが，保育園こそ入園する園児達にしっかり予防接種を受けても
らう事で、集団免疫を高める必要性が高いのです．相も変わらず、保育園では高い伝染
力のある水痘が常に流行しています。水疱が出現した時点であわててその園児の登園を
ストップしても，水疱が出現する２日前から感染性があり、他の園児にすでに水痘は伝
染している事が多いのです． 

４、VPD の多くの感染症は発症すると治療法がありません！：ヒブや肺炎球菌による重症感
染や髄膜炎は抗生剤という治療法がありますが，早期発見は難しく、意識障害や痙攣な
どの症状が出現した時には手遅れである事が多いのです．また既に記載しましたが，抗
生剤耐性菌も多いのです．下図は米国でヒブワクチン接種が開始され始めた 1985 年か
らのヒブ感染症罹患率の著明な減少（導入前の 1/100 に著減）を示したものです． 

 



 17 

日本では数年前に漸くヒブと肺炎球菌のワクチン接種が可能となっていますので、生後
2 ヶ月から子ども達を守る為に必ずこれら二つのワクチン接種を受け始めて下さい． 

 

 江戸時代には麻疹は江戸で度々流行し大人も含めて数万人が亡くなったと言われてい
ます。ですからこどもにとっては脅威であり「いのち定め」とも言われたのです．上の
護符は江戸時代のもので、麻疹の赤い発疹が現れている怪物を庶民の人達がよってたか
って懲らしめている様子を描いた浮世絵です．上右のように発病したら布団や家具など
周囲のものを皆、魔除けの赤色に統一したのです．現在，麻疹の流行は非常に減ってい
ますが，すこし前までは流行があり，10 数年前は全国で流行し，重症肺炎で亡くなった
症例も多く見られたのです．北里大学病院小児科にも呼吸不全の為に入院して呼吸管理
が必要となった子どもが何人もいました．やはり麻疹に対する治療法はありません．麻
疹から回復した後は免疫力が非常に低下して、重症感染を伴う可能性もあります。また
更に恐ろしいのは、非常に頻度は少ないのですが，麻疹から治癒したと思われた後、数
年から十数年で脳炎（SSPE：亜急性硬化性全脳炎）を起こし、多くは回復せずに植物状
態となります．１歳健診時に麻疹の予防接種もお誕生日のお祝いとして接種して下さい．  
  おたふく（流行性耳下腺炎）も全く治療法がありません．多くの子どもは頬が晴れ
て痛みますが，1週間くらいで改 善します．しかし、稀ですが，髄膜炎や難聴の原
因としても重要です．男子の場合は睾丸炎の原因ともなるのです． 
 水痘は最近になり，抗ウイルス剤が開発されて治療薬として処方されていますが，根
本的には有効な治療法とは言えません．確かにほとんどの水痘は水疱が沢山見られるも
のの，自然に回復してゆきます．しかし何故か中学生以上の子どもが水痘になると重症
化することがあり注意が必要です．また将来、特に抵抗力が弱った時に帯状疱疹となっ
て再発することがあり，痛みを伴い大変です．体調が悪く抵抗力が落ちている場合、特
に白血病などの小児がんの治療中の場合には劇症となり死に至る病気です．小児病棟で
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水痘が発症した場合には、免疫不全状態の子どももいるので大変なことになります．慢
性疾患があり，入院が必要となる可能性のある子ども達は免疫不全がない限り，本人と
入院中の他の子どもを水痘から守る為にも水痘の予防接種を受けるべきです．近い将来
水痘ワクチンも 3ヶ月以上間隔をあけて 2回接種が推奨されるようになるでしょう．今
秋から水痘ワクチンも無料化されるとの報道があります．水痘とおたふくは毎年全国で
流行しており，年間患者数は数十万人を超えており，水痘の場合は重症化し入院例も多
いのです． 

 
上左写真の子は生後６ヶ月くらいの女児ですが，４０℃の高熱が何日も続き、水疱の数も非
常に多く重症化を心配しましたが、大事に至ること無くホッとしました．上右写真の子は生
後１ヶ月くらいの赤ちゃんで、水疱が非常に多かったのですが、発熱も軽度で順調に経過し
ました．この子は，母親からの胎盤を通じて胎児に移行した水痘に対する抗体が効果を発揮
したのかも？と考えています． 
 

 

2013 年度は成人男性を中心に風疹が流行し，妊婦への感染
拡大が起こり，先天性風疹症候群の発生が懸念され，2013
年 8 月の時点ですでに 13 例の新生児が先天性風疹症候群
と診断されました．妊娠 3 ヶ月以内に母体が風疹に感染す
ると胎児に感染するリスクは 15～25%と考えられていま
す。症状としては，先天性緑内障や白内障、皮疹（blueberry 
muffin）、肝脾腫大、肺炎，脳炎，髄膜炎，心奇形が認めら
れます．写真の新生児には blueberry muffin が見られてい
ます． 
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ポリオは昔からあった病気ですが，1916 年に全米で大流行し，2 万 7 千人のポリオ患者

が発生し，そのうち 6000 人が亡くなりました．有名なフランクリンルーズベルトは大人に
なってからポリオになり下半身が不自由になったが大統領になっていますが，彼はアメリカ
におけるポリオ撲滅運動を推進しました．上図は日本のポリオ流行状況です。1950 年代に
は毎年ポリオが流行し，1960 年にはポリオ患者は 5606 人に増え、ポリオ生ワクチンを緊
急輸入し、全国的に予防接種キャンペーンを行った結果、ポリオは激減し，現在では自然発
生のポリオ患者は見られなくなりました． 
B 型肝炎ワクチンは日本では母親が B型肝炎のキャリアーである場合のみ、ワクチン接種

が義務づけられていますが、本来は全ての乳児が接種を受けるべきワクチンです。東南アジ
アには数百万人の B 型肝炎の患者がおり、日本での無症候性キャリアー率は 2%と考えられ
ています。 
 

まとめ：これまで長～いワクチンの説明をしたのは、ワクチンが人類の、特に子ども達にと
って福音となったこと、そしてワクチンによって子ども達の命が守られていることを理解し
た上で、お母さまたちに乳幼児期早期から予防接種を積極的に受けて欲しいからです．下の
乳児期早期の推奨される予防接種スケジュールをご覧下さい． 
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生後 4 ヶ月までに接種時期を守って予防接種をきっちり受ける為には小児科に 12 回も通わ
なければなりません。しかし同時接種を行うことで、3 回の受診のみできっちりと大事な予
防接種を受けることができるのです．実際，赤ちゃんの体調が悪かったり，家庭の事情で乳
児期早期にワクチン接種の為に病院に 10 数回も通院することは難しいと思います．そして
この同時接種スケジュールは効率優先という印象を与えるかもしれませんが，そうではなく、
例えばヒブ感染のハイリスク期間（生後６ヶ月前後は母親から経胎盤的に貰い受けた Ig-G が
底をつき，また自然免疫も未だ弱い時期です）までに十分な免疫をつける最も有効な方法だ
と思います．生後６ヶ月頃から 2 才くらいまで赤ちゃんは熱を出したり，咳をしたりという
ウイルス性の風邪を繰り返しますが、これはその度に赤ちゃんの未熟な免疫システムが少し
ずつ鍛えられてゆく過程だと思って下さい． 
 
 

 
 
 また出産直後の数日間に分泌される初乳は少量ですが、高濃度の免疫物質（分泌型 Ig-A、リンパ球、
白血球など）を含み、授乳により分泌型 Ig-A 赤ちゃんの喉、気道、そして腸管の粘膜をコーティング

して病原体の侵入を防ぐのです。Ig-A を産生する免疫細胞は腸内の細菌などの抗原に反応し、腸管壁

から乳腺組織に移動してゆき、母乳中に Ig-A（腸内に存在細菌に対する抗体）を分泌すると考えられ

ます。その後も母乳中に含まれる免疫物質は赤ちゃんを守ってくれるのです。これらを受動免疫と呼び、

新生児期から乳児期の重要な免疫となります。ですから、母乳栄養の赤ちゃんは気道感染や胃腸炎など

にはかかりにくいのです。確かに生後数ヶ月の赤ちゃんの抵抗力が弱いことは間違いないので，乳児期

早期からワクチン接種が必要になるのです。冒頭で、人類あるいは医学の歴史は、感染症との戦いであ

ったと説明しましたが、その理由は人間の免疫システムそのものが巧妙であっても、それだけでは感染

症に対していかに無力であったかの証拠でもあるのです。それは、感染により空しく亡くなった無数の

人々、乳幼児、老人、人生の盛りの若き青年男女、高貴な人々達であったのです。ワクチンは、人間の

免疫の不完全な部分を補ってくれ、乳幼児を始めとして多くの人々を守ってくれています。その事を、

胎盤を介する Ig-G の胎児移行により母

親の血中 Ig-G と同じレベルに成熟児で

は達しています。つまり母親が有する液

性免疫をほとんど完全に引き継いでい

るのです。生後３ヵ月迄の赤ちゃんはこ

の移行免疫グロブリンにより守られて

います。母乳を介して分泌型 Ig-A、白血

球、リンパ球その他の免疫物質が乳児へ

移行します。母乳中に含まれる免疫物質

は腸管内面をコーティングし、腸管感染

を防ぎます。母乳の中でも、出産後数日

間分泌される初乳は特に免疫付与効果

が高いのです。 
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この解説を読んで理解してくれたでしょうか？ 

 

 
最後になりますが、19 世紀に描かれた病める子どもの絵を紹介します。左上はドイツの版画家ケート・

コルビッツの「困窮：貧窮の中で病に冒されて医療の恩恵を受ける事も無いまま死にゆく子を前に悲嘆

にくれる母親」、右上はノルウェーのムンクが描いた「：結核に冒され死を前にした姉の様子を、姉の

死後９年経って若きムンクが描いたもの」、そして上の絵はイギリスのファイルズが描いた「ドクター：

突然の感染症で死の床にある幼女を前に、なす術も無く子どもを見つめる往診医の様子を描いたもの」

です。小児科医の私は、このドクターの思いが痛いほど解ります。愛らしい子ども死に臨んでいるのに

見守るしか無い医療者の無念さが描かれています。 

 


