
子どもたちを感染症から守るために（おぐちこどもクリニック小口弘毅）

 

1885年にフランスの画家カリエールが描いた“病気の子ども”。母子の不安を表現している． 

小児科は昔も今も子ども達を感染症から守るために診療をしてきました。感染症の時代は終わ

ったとも言われたことがありますが、ウイルス感染症に対して現代医学には有効な治療薬はほ



ぼなく、子どもの免疫力で感染を乗り越えるしかありません。ですから子どもたちへの予防接

種は健康を守る最善の医療です。クリニックでは日々多くの子供達の診察、そしてワクチン接

種しているのですから、お母さん達にワクチンの免疫誘導メカニズムを伝えたいと思います。

コロナウイルス感染パンデミックでワクチンの必要性が再認識されているので、簡単なパンフ

レットを作ったのでお読みください。細菌やウイルスなどの病原体とワクチンに用いる抗原物

質は本質的には同じと考えてよいでしょう。人類の感染症との戦いは歴史とともにあり、医学

が未発達で病原微生物の概念もなく、治療法もない時代に、人類にとって感染症は多いなる脅

威でした。生体の免疫機構は巧妙かつ非常に複雑で医学的に解明されていないことも多いので

すが、お母様方になるべく解りやすく解説します。まず感染免疫には自然免疫と獲得免疫の２

種類があります。人間が生まれながら持っている自然免疫では、体内に侵入した病原体に対し

て、皮下組織など全身に分布している監視役の免疫細胞（左下のイラストのごとく natural killer 

cell、マクロファージ macrophage、樹状細胞 dendritic cell など）はすぐさま非特異的に反応し、

病原体と認識したら貪食し、殺します。これらの免疫細胞群はサイトカイン（cytokine）を産

生分泌します。 

 

 右上の写真は、ブドウ球菌による頸部リンパ節炎の所見です。数日前から同部の軽度の発赤、

腫脹、および痛みを覚えていた幼児です。抗生物質の投与も行なっていますが、次第に感染巣

が拡大し、柔らかくなってきて、この写真撮影した翌日に皮膚が破れて排膿（膿は戦死した免

疫細胞の残骸）しました。この子のように、皮膚から侵入した細菌に対して自然免疫を司る組



織中の免疫細胞、それに加勢する形で、血管内から移動してきた免疫細胞は恊働して細菌を貪

食します。さらに免疫反応を高めるためにこれらの免疫細胞が cytokine（他の免疫細胞への応

援要請メッセージ）を分泌している様子が描かれています。 

 

 自然免疫の防御能力は十分と言えず病原体に突破されてしまうことがあります。この状況に

対応するのが獲得免疫であり、非常に特異性が高く効率的です。この獲得免疫機能を利用して

病原体侵入に対して予め特異的免疫システムを用意するために用いられるのがワクチンです。

わずか 4 ヶ月前に人類の前に突然姿を現したコロナウイルスの世界的流行で人類は危機に直面

しています。有効な治療薬がない現在、世界中の人々が効果的なワクチンの出現を待ち望んで

います。感染力が高く、無症状患者さんが多く、しかも高齢者など免疫低下している人が罹患

すると致死的でありうる,本当に嫌らしいこのウイルスはまさに人間生活を世界中で脅かしてお

り、有効なワクチンが大々的に普及しない限り、混乱は続くでしょう。 

 獲得免疫には B 細胞が産生する抗体が主役の液性免疫と T 細胞が関与する細胞性免疫の２種

類があり、お互いが補完し合っています。骨髄の造血幹細胞（stem cell と言います）は、骨髄

に留まって、成熟分化し B細胞（B-cell: Bone marrow-derived cell骨髄由来細胞）となり、その

後に全身に移動分布します。また stem cell は骨髄から胸腺に移動し、胸腺内で分化成熟し T細

胞（T cell: Thymus-derived cell 胸腺由来細胞）となり、胸腺から移動して全身に分布します。

共にリンパの流れに入って、全身を循環しながら病原体に遭遇するのを待つのです。液性免疫

の主役となる B 細胞はウイルスや細菌などの病原体に遭遇すると特異的に結合（１対１の抗原

抗体反応）し、分化、活性化します。その多くは抗体産生細胞であるプラスマ細胞（B 細胞が

成熟し抗体産生能力を持った細胞）となり、さらに増殖して大量の抗体を分泌する。一部は記

憶 B 細胞に変化し、そのまま長く生体内にとどまり免疫記憶（抗体の設計図に相当）を保持し

ます。その後に侵入してくる同じ病原体に記憶 B 細胞が遭遇するとすぐさま免疫記憶を呼び覚

まし、初感染の時（およそ病原体侵入後２週間の時間を要する）に比べてはるかに短時間で、

しかも大量の抗体を産生し病原体を破壊する。抗体は特異的に病原体（細菌あるいはウイルス）

組織中に病原体が侵入してきた場合、抹

消血管が拡張し、血流が増え、さらに血

管内の好中球などの免疫細胞が血管内か

ら組織に移動してきます。その様子がわ

かりやすく描かれています。 



に結合し破壊し、同時に他の多彩な免疫細胞を引き寄せ、それらの細胞の貪食能力を大幅に高

め、病原体を排除するのです。これに対して、細胞性免疫はウイルスが親和性を持つ組織の細

胞（新型コロナウイルスやインフルエンザウィルスの場合は気管支あるいは肺の上皮細胞に感

染するので肺炎を起こす）の中に侵入した後の防御機構の中心となります。ウイルスは細胞内

に侵入し、その DNA（あるいは RNA）をむき出し、細胞の DNA 複製機構を利用して自己複製

することにより増殖し、隣接する細胞に次々と感染し、そして血管内に入りウイルス血症を引

き起こします。ウイルスに対する抗体は細胞内に入れないので、細胞内のウイルスを攻撃する

ことはできません。そこで細胞性免疫の出番となります。ウイルスの侵入を許した細胞はその

ウイルスに特異的な抗原成分を細胞外に提示し、“自分はウイルスに侵入されてしまったので殺

してください”というサインを出します。するとウイルスを特異的に認識できる未熟な T 細胞

（ナイーブ T細胞とも言う）はこのサインに反応し、大部分は細胞障害性 T-cellに分化、そして

B-cell と同様に一部の T-cell は記憶 T細胞になって数年間も残ります。細胞障害性 T-cell は増殖

を始め、ウイルスに感染した細胞を破壊していきます。今までに紹介した免疫細胞は、病原体

に接触する度に活性化し、様々なサイトカインという免疫化学物質を分泌します。これらのサ

イトカインは病原体と戦う免疫細胞の活性を高める作用を持っています。 

 

 

左図は非常に明快に獲得免疫機構を説明したものです。 

英語表記になっているので、それを全部翻訳します。 

Antibody mediated immunity 

（抗体が関与する免疫＝液性免疫）、Adaptive defense 

（適応防御）、Cell-mediated immunity（細胞性免疫） 

BCR:B Cell Receptor(B細胞抗原認識受容体)、memory B 

 cell（記憶 B細胞）、APC（antigen presenting 

 cell抗原提示細胞）、TCR(T Cell receptor：T細胞 

抗原認識受容体)、antigen抗原、antibody抗体、 

Tc cell（細胞障害性 T細胞）、activated Tc cell 

（活性化細胞障害性 T細胞）、memory Tc cell 

（細胞障害性記憶 T細胞）、target cell（virus-infected or 

 cancer cell：ウイルス感染細胞あるいはガン細胞） 

このイラストは上段に抗体が中心的な役割を果たす 

液性免疫機構と下段には細胞性免疫機構が解り易く 

描かれています。前述した説明と一緒に見比べて下さい． 

 

 

 

 



 

 感染免疫機構が理解できたら、次はワクチンの説明です。ワクチンは病原体や毒素を人体に

害のない抗原に調整し、人体に投与することにより、能動的に免疫反応を引き起こす医学的な

感染予防法です。コロナウイルス感染のパンデミックにより世界中の人々がほぼ平等に生命の

危機のみならず経済破綻に直面しています。ワクチンには生ワクチン、不活化ワクチン、トキ

ソイドの 3 種類がある。まず生ワクチン：生きているが病原性が非常に弱いウイルス変異株で、

多くのウイルス感染（MR、水痘、風疹、ロタ）に対するワクチン、細菌で唯一結核予防のBCG

は生ワクチンに属する、不活化ワクチン：抗原を微生物（細菌のみならずウイルス）から取り

出して精製した抗原ワクチン（百日ぜき、肺炎球菌、Hib ヘモフィールスインフルエンザ菌な

どの細菌、およびウイルスではインフルエンザ、日本脳炎）、遺伝子組み換え技術により抗原

を酵母に作らせた遺伝子組み換えワクチン（B 型肝炎）と、トキソイド：細菌が産生する外毒

素をホルマリン処理で毒性を無くしたもので、ジフテリア、破傷風に大別できます。生ワクチ

ンの病原性は非常に弱く、病気を発症する事は滅多にありません。体内でわずかに増殖するの

で自然感染と同様に、免疫応答が起こるので液性免疫のみならず細胞性免疫も誘導し，強く持

続する獲得免疫を誘導します。これに対して不活化ワクチンは抗原性を持ちますが細胞内で増

殖しないので、細胞性免疫を誘導することは出来ませんが、液性免疫を誘導し，有効な抗体産

生および免疫記憶を遺す事が出来ます。 

  

細胞障害性 T細胞が特異的にウイルス感染細 

胞に結合し、perforin という細胞毒性物質を 

感染細胞内に注入しているイラスト。 

細菌は細胞の外の環境で増殖しますが、 

ウイルスは細胞の中に入り込み増殖し細胞を 

破壊します。ですから細胞障害性 T細胞が 

必要となり、感染細胞を見つけ出して細胞 

ごと破壊するのです。この攻撃が強すぎる

と、 

ウイルスのみならず、自己細胞もたくさん 

破壊されてしまいます。 

 



 

 

 

 

 

ヨーロッパの版画「死に連れ去られる幼児（ 1538

年）」：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．絵の添え書きは「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” 

ワクチン摂取は能動免疫です。これに対し

て人類は母親から誕生前から免疫グロブリ

ン IgG を胎盤を介して大量に受け取り、生

後数ヶ月間にわたり感染症を予防してきま

した（左図）。これは受動免疫です。また

母乳中の分泌型 IgA も赤ちゃんを守る受動

免疫です。こうして免疫力の未発達の赤ち

ゃんはお母さんに守られてきたのです。 

 

 

ペストは中世ヨーロッパ社会を壊滅させた事は良く知ら

れています。1300 年代に猛威を振るったペストは死に至

る黒死病（black death）と恐れられ、人々を震撼させま

した。数年間のペストの間欠的な流行で、当時のヨーロ

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。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ます。右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ペ

ストの終焉に感謝して建てられたくらい，当時の人々は

ペストを恐れ，最近の存在も知らず悪魔の仕業と信じた

のです． 

 



 

 

   

江戸時代は多くの感染症が子供達の命を奪っており、子供達の命は本当に儚いものでした。江

戸時代末期に日本の医師達は上の漫画に描かれているように、すでに種痘法を導入していまし

た。明治時代、微生物学は世界の医学の最先端の学問であり、日本から多くの医師が留学し研

究に従事しました。北里柴三郎や野口英世は有名ですね。日本の医学界も予防接種の普及に尽

力し、その成果は大きいものでした。しかし明治時代の乳幼児死亡率は高く、1 才未満の死亡

率は 20％でした。当時は天然痘以外にワクチンはなく抗生物質もありませんでした． 

強調したいことは、生ワクチンは抗体産生を促すのみならず、生体に免疫記憶細胞を残し、永

続的な強い免疫を維持することです。そして血中の抗体レベルをある程度保つことで、微生物

が病原性を発揮する病初期に、速やかに自然免疫をパワーアップすることができるのです。 

 

ウイルスや細菌の存在そのものが知られていな

かった時代にジェンナーの勇気ある試み(1796 年)

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。ジェ

ンナーの試みからおよそ 200 年後の 1979 年に

WHO から天然痘撲滅宣言が出されました． 

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のです． 

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。 

 



 

まとめ：現代は子どもの感染症が減って

きているので、もう予防接種は要らないのでは？予防接種には副反応の危険もあるので、受け

たくないというお母さんが少しですが見受けられます（これを Vaccine Hesitancy と言います）。

ワクチン接種は我が子を病気から守るだけでなく、社会での集団免疫を維持するためにも大切

です。そして体調の良い時に感染症に罹るという保証はなく、絶不調の時に水痘や麻疹になっ

たら間違いなく重篤化します。しかもこ

れらウイルス感染症には特効薬はないの

です。 

 

この朝日新聞記事はヒブワクチンが日本に導入される前に

起きた悲劇を取材したものです（小さいので虫眼鏡で判読

してください！）．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．私は発熱した乳幼児の診察の

際、髄膜炎を見逃さないようにと、細心の注意を払ってい

ます。初期の場合はもちろん判らないので、乳児では出来

るだけ翌日に再診するようにしています。 

 

長男隼人は MSF（国境なき医師団）と国際赤十字の両方

で、ロジスティシャンとして長く難民キャンプの人々への

医療支援活動を行ってきています。彼は予防接種は難民を

救う大切な手段であると帰国するとよく言っていました。

難民キャンプの子ども達は栄養状態が不良で免疫力が落ち

ているので、麻疹の予防接種をまず接種する事も、息子か

ら聞きました。世界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。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．

ユニセフは世界各国の U5MR（Under 5 mortality Rate：

1000 出生に対して５才までの死亡数）を報告しています、

アフリカ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、中世の時代と変わりません。 

 



  

 予防接種のために受診しているのに、お母さんが受ける予防接種について知らないこともあ

ります。時々私は４種混合ワクチンには何の病気に対してのワクチンですか？とひっかけ質問

しますが、それに答えられないお母さんがいるのです！？過去 10年くらいで小児の感染症、例

えば昔はよく見られた水痘やおたふくなどのウイルス感染症、そして Hib や肺炎球菌などによ

る重篤な細菌感染症も珍しくなってきました。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定着しています。ワクチ

ンの研究開発は苦難を乗り越え、副反応を極力抑え、しかも有効になってきていますし、今は

世界がコロナウイルスに対するワクチン開発に明日への希望をかけています。すべてのワクチ

ン、特に弱毒化生ワクチン接種では子どもの体の細胞の中で増殖するのです。子どもの免疫シ

ステムは、弱毒化されていると言っても、これらウイルスと戦いながら有効な免疫を獲得する

のです。私たちは弱い感染状態を人工的に作っているという自覚を持ってワクチンを接種して

います。ですからお母さんも、しばらくは注意深く子どものケアに当たってください。 
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