
東京都立小児総合医療センター感染症科医長
堀　越　裕　歩

（聞き手　山内俊一）

　予防注射の際、添付文書には針先が血管内に入っていないことを確認するよ
う指示があります。しかし、最近テレビなどでの注射風景を見ると、特に小児
において吸引操作をせずに、いきなり皮下注射を行っているのを見かけます。
ちなみに、23G針（blue）での局所麻酔の際、よく血液の逆流が見られます。
万が一、ワクチンが静注となった際の副反応のデータの有無、また必ずしも吸
引の確認は必須としなくてもよいのか、ご教示ください。

＜匿名＞

ワクチン注射時の留意点

　山内　堀越先生、まず最初の質問で
すが、この規定のようなものに関して
は実際に存在するのでしょうか。
　堀越　添付文書とか、あるいは予防
接種のガイドラインなどにも、接種を
したときに血管内に入っていないかを
確認することは確かに書かれています。
　山内　それはかなり強制力があるも
のなのでしょうか。
　堀越　ただ、それをしっかり陰圧を
かけて確認しなさいとは書かれていま
せん。一般的に注射の投与先は皮下注
もしくは筋注であること、血管内に投
与する薬ではないので、その確認を、
刺したときの逆血があるかないかだけ

見るという方法も、間違いではないの
かなと思います。
　山内　少なくともわざわざ吸引して
みることは必ずしもない、と考えてよ
いのですね。
　堀越　そうです。実は日本小児科学
会が接種する部位を推奨していて、い
わゆる二の腕、上腕の後ろの下３分の
１の部分、あるいは肩の三角筋の中央
部分、あるいは大腿の外側部、この３
カ所を推奨しています。この３カ所に
関しては大きな血管もしくは神経が走
っていないので、そこを刺す分には、
小児科学会は明確に陰圧をかけて確認
する必要はないとしています。大きな

血管が解剖学的にあまり走っていない
ところに接種する分には、わざわざ陰
圧をかけて確認する必要はないのかと
思います。
　山内　神経もまばらな部位というこ
とで、痛みも少ないと考えてよいので
しょうか。
　堀越　痛みはたぶん、どこを刺して
も、人間ですのでゼロにはできません。
しかし、痛みに関しては接種の時間を
なるべく短くするというのがあり、昔
からアメリカの学会は陰圧をかけなく
ても構わないというのがずっと推奨さ
れていました。数年前にカナダで行わ
れた研究では、陰圧をかけないで、短
い時間で手早く接種を済ませたほうが、
子どもが痛みを感じる割合がより低か
ったという研究があります。小児科医
はどうしても、子どもたちになるべく
痛くないワクチン接種をしてあげよう
という気持ちを持っていますから。
　山内　そうですね、接種回数も多い
ですし、痛くないようにしてあげたい
ですよね。
　堀越　本当に上手な先生ですと、い
つ終わったのだろうと、子どもがきょ
とんとしたまま終わらせてしまうので
す。そのコツの一つは、陰圧をかける
とどうしても時間を取ってしまうので、
接種部位に手早く刺して、薬液を手早
く注入して、すぐ針を抜き、接種時間
をなるべく短くすることです。そうす
ることで、より痛みが少ない接種がで

きるので、それで推奨されているとこ
ろがあります。
　山内　インフルエンザのワクチンは
内科医にもおなじみなのですが、さっ
と一気に刺してしまう方もいらっしゃ
います。この場合、筋注と皮下注との
差という問題も出てくるかと思われま
すが、例えばインフルエンザは海外で
は筋注ということになっているようで
すが、日本との差はどういうものなの
でしょうか。
　堀越　基本的に日本で承認されると
きの臨床試験が筋注で行われたか、皮
下注で行われたかで決まってしまって
います。
　日本は昔、補液を筋肉内にして筋短
縮症候群などが出たという歴史があっ
て、筋肉内に投与することに後ろ向き
な考えがかなり長い間主流を占めてい
たということがあります。その影響で
臨床試験が全部皮下注で行われてきた
のです。そのため、承認されている接
種の仕方が皮下注なのです。そこは海
外と異なるところかと思います。
　山内　先ほどの小児科学会の見解は
皮下注に関してですが、筋注に関して
でも同じような部位なのでしょうか。
　堀越　同じです。二の腕の下のとこ
ろに関しては適当な筋肉がないので、
筋注に関しては肩の三角筋もしくは大
腿の外側、この２カ所になると思いま
す。
　山内　筋注と皮下注の具体的な差、
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東京都立小児総合医療センター感染症科医長
堀　越　裕　歩

（聞き手　山内俊一）

　予防注射の際、添付文書には針先が血管内に入っていないことを確認するよ
う指示があります。しかし、最近テレビなどでの注射風景を見ると、特に小児
において吸引操作をせずに、いきなり皮下注射を行っているのを見かけます。
ちなみに、23G針（blue）での局所麻酔の際、よく血液の逆流が見られます。
万が一、ワクチンが静注となった際の副反応のデータの有無、また必ずしも吸
引の確認は必須としなくてもよいのか、ご教示ください。

＜匿名＞

ワクチン注射時の留意点

　山内　堀越先生、まず最初の質問で
すが、この規定のようなものに関して
は実際に存在するのでしょうか。
　堀越　添付文書とか、あるいは予防
接種のガイドラインなどにも、接種を
したときに血管内に入っていないかを
確認することは確かに書かれています。
　山内　それはかなり強制力があるも
のなのでしょうか。
　堀越　ただ、それをしっかり陰圧を
かけて確認しなさいとは書かれていま
せん。一般的に注射の投与先は皮下注
もしくは筋注であること、血管内に投
与する薬ではないので、その確認を、
刺したときの逆血があるかないかだけ

見るという方法も、間違いではないの
かなと思います。
　山内　少なくともわざわざ吸引して
みることは必ずしもない、と考えてよ
いのですね。
　堀越　そうです。実は日本小児科学
会が接種する部位を推奨していて、い
わゆる二の腕、上腕の後ろの下３分の
１の部分、あるいは肩の三角筋の中央
部分、あるいは大腿の外側部、この３
カ所を推奨しています。この３カ所に
関しては大きな血管もしくは神経が走
っていないので、そこを刺す分には、
小児科学会は明確に陰圧をかけて確認
する必要はないとしています。大きな

血管が解剖学的にあまり走っていない
ところに接種する分には、わざわざ陰
圧をかけて確認する必要はないのかと
思います。
　山内　神経もまばらな部位というこ
とで、痛みも少ないと考えてよいので
しょうか。
　堀越　痛みはたぶん、どこを刺して
も、人間ですのでゼロにはできません。
しかし、痛みに関しては接種の時間を
なるべく短くするというのがあり、昔
からアメリカの学会は陰圧をかけなく
ても構わないというのがずっと推奨さ
れていました。数年前にカナダで行わ
れた研究では、陰圧をかけないで、短
い時間で手早く接種を済ませたほうが、
子どもが痛みを感じる割合がより低か
ったという研究があります。小児科医
はどうしても、子どもたちになるべく
痛くないワクチン接種をしてあげよう
という気持ちを持っていますから。
　山内　そうですね、接種回数も多い
ですし、痛くないようにしてあげたい
ですよね。
　堀越　本当に上手な先生ですと、い
つ終わったのだろうと、子どもがきょ
とんとしたまま終わらせてしまうので
す。そのコツの一つは、陰圧をかける
とどうしても時間を取ってしまうので、
接種部位に手早く刺して、薬液を手早
く注入して、すぐ針を抜き、接種時間
をなるべく短くすることです。そうす
ることで、より痛みが少ない接種がで

きるので、それで推奨されているとこ
ろがあります。
　山内　インフルエンザのワクチンは
内科医にもおなじみなのですが、さっ
と一気に刺してしまう方もいらっしゃ
います。この場合、筋注と皮下注との
差という問題も出てくるかと思われま
すが、例えばインフルエンザは海外で
は筋注ということになっているようで
すが、日本との差はどういうものなの
でしょうか。
　堀越　基本的に日本で承認されると
きの臨床試験が筋注で行われたか、皮
下注で行われたかで決まってしまって
います。
　日本は昔、補液を筋肉内にして筋短
縮症候群などが出たという歴史があっ
て、筋肉内に投与することに後ろ向き
な考えがかなり長い間主流を占めてい
たということがあります。その影響で
臨床試験が全部皮下注で行われてきた
のです。そのため、承認されている接
種の仕方が皮下注なのです。そこは海
外と異なるところかと思います。
　山内　先ほどの小児科学会の見解は
皮下注に関してですが、筋注に関して
でも同じような部位なのでしょうか。
　堀越　同じです。二の腕の下のとこ
ろに関しては適当な筋肉がないので、
筋注に関しては肩の三角筋もしくは大
腿の外側、この２カ所になると思いま
す。
　山内　筋注と皮下注の具体的な差、
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これはいかがでしょうか。
　堀越　国際的には筋注が主流です。
筋注が勧められる理由の一つは、筋注
のほうが局所反応が少ないということ
があります。どうしても皮下だと、免
疫細胞などの応答が働きやすく、腫れ
やすかったり、そういったことが多い
のではないか、というのが一つ。
　それから、免疫原性に関しても筋注
のほうがより抗体が産生されやすいの
ではないか、ということがいわれてい
て、一般的には筋注のほうが不活化ワ
クチンに関しては勧められていると思
います。
　山内　筋注というのは実は悪くはな
いといえるのですね。
　堀越　そうですね。ワクチンに使う
ような少量の薬液量では、過去に起き
たような大量に補液していたものと比
べて、量も違うし、使っている中の薬
も違うので、それで筋短縮症候群が起
きるというのはちょっと考えにくいか
と思います。
　山内　ただ、ワクチンは皮下注用と
筋注用とは別なものなのでしょうか。
　堀越　中身自体は同じなことがほと
んどで、例えば日本でも皮下注と筋注、
両方に承認がおりているB型肝炎のワ
クチンなどは、全く同じものを、接種
する医師の判断で、皮下注で行ったり、
筋注で行ったりすると思います。
　山内　本当はあまり差がないし、む
しろ筋注のほうがベターかもしれない

と。
　堀越　そうですね。例えばインフル
エンザのワクチンで過去にちょっと腫
れやすかった人には、適応外の接種法
ですが、こころもち深く刺して、筋注
にしたほうが、ひょっとしたら局所反
応は少ないかもしれないです。
　山内　この質問にもありますが、23
ゲージの針ということですが、インス
リンなどでは33ゲージになっています。
23ゲージはいかにも太いですが、どう
なのでしょうか。
　堀越　今の小児科医が使うようなワ
クチンのほとんどがプレフィールドシ
リンジといって、もともとシリンジに
針がついたタイプで販売されています。
昔のようにバイアルから薬液を吸って
準備する手間がないのと、もう一つは
針刺し事故を防ぐために、針で吸引す
る必要のないものが主流で販売されて
いて、それらのタイプの針はほとんど
が25～27ゲージのものを採用していま
す。小児科で、実際にバイアルから吸
う場合でも、23ゲージで打つことはほ
とんどなく、なるべく痛くないように
細めの針で行うのがいいかと思います。
　山内　だんだん細くなっていってい
ると考えてよいのですね。
　堀越　そうですね。
　山内　この質問の一番の核心ですが、
万が一静脈に入ってしまった、血中に
入ってしまった場合ですが、これに関
して、まず副作用的なものはどうなの

でしょうか。
　堀越　ちょっと調べてみたのですが、
まずそういった報告は国内では全くな
く、そういった事例はあるのかもしれ
ないけれども、少なくとも報告レベル
で上がってきていないので、答えとし
てはちょっとわからないというところ
です。ただ、体内に投与するものです
ので、アレルギーを除いて、大きな副
反応あるいは有害事象が起きるとはち
ょっと考えにくいかと思います。
　山内　たくさん起こっていたら、少
しは話題になるでしょうから、それす
らないと考えてよいのですね。
　堀越　はい。
　山内　ということは、逆に予防効果
に関して、仮に血液の中へ入ってしま
ったとしても、あまり関係ないと考え
てよいでしょうか。
　堀越　おそらく関係ないです。これ
もデータがないので、何ともいえない
ですね。もともとワクチンの治験自体
は皮下注もしくは筋注で行われている
ものがほとんどですので、それ以外の
ところに入ったときの効果については、
データがないというのが答えになるか
と思います。
　山内　繰り返しになるかもしれませ
んが、血液の逆流を確認する必要はな
いということですが、古い針を用いた
タイプのものですと、血液が少し出て
くるような、そういったものが確認さ
れることはありうるわけです。こうい

った場合もいちいち針を取り替えてな
どということは、まずやらなくていい
のですね。
　堀越　通常の推奨されている部位に
接種する分には、そこから大きな血管
に刺さって逆流してくること自体がほ
とんどないと考えていい。もし万が一
あっても、ちょっと深さを変えるなり
で対応できるかと思います。
　山内　ワクチンに限りませんが、一
般に注射をした場合によく起こるので
すが、注射後に痺れ、痛み、腫脹が出
てきたというクレームはどうなのでし
ょう。
　堀越　人体に針を刺すので、痛みが
ないとか、痺れがない、腫れがない、
これについてはけっこう自覚症状的な
ものなのです。人によってそれぞれい
ろいろな訴えがあると思いますが、ほ
とんどの場合が短期的なもので、それ
が永続するというのは極めてまれな事
象です。そういったものに関しても基
本的には、もし訴える患者さんがいて
も、長くても数日から１週間程度でよ
くなりますという説明でよいかと思い
ます。
　山内　できれば事前にその説明はし
ておいたほうがいいですね。
　堀越　そうですね。
　山内　予防接種を施行した後、一定
時間は病院の中にいていただいて、安
全確認をするのも勧められるのでしょ
うか。
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これはいかがでしょうか。
　堀越　国際的には筋注が主流です。
筋注が勧められる理由の一つは、筋注
のほうが局所反応が少ないということ
があります。どうしても皮下だと、免
疫細胞などの応答が働きやすく、腫れ
やすかったり、そういったことが多い
のではないか、というのが一つ。
　それから、免疫原性に関しても筋注
のほうがより抗体が産生されやすいの
ではないか、ということがいわれてい
て、一般的には筋注のほうが不活化ワ
クチンに関しては勧められていると思
います。
　山内　筋注というのは実は悪くはな
いといえるのですね。
　堀越　そうですね。ワクチンに使う
ような少量の薬液量では、過去に起き
たような大量に補液していたものと比
べて、量も違うし、使っている中の薬
も違うので、それで筋短縮症候群が起
きるというのはちょっと考えにくいか
と思います。
　山内　ただ、ワクチンは皮下注用と
筋注用とは別なものなのでしょうか。
　堀越　中身自体は同じなことがほと
んどで、例えば日本でも皮下注と筋注、
両方に承認がおりているB型肝炎のワ
クチンなどは、全く同じものを、接種
する医師の判断で、皮下注で行ったり、
筋注で行ったりすると思います。
　山内　本当はあまり差がないし、む
しろ筋注のほうがベターかもしれない

と。
　堀越　そうですね。例えばインフル
エンザのワクチンで過去にちょっと腫
れやすかった人には、適応外の接種法
ですが、こころもち深く刺して、筋注
にしたほうが、ひょっとしたら局所反
応は少ないかもしれないです。
　山内　この質問にもありますが、23
ゲージの針ということですが、インス
リンなどでは33ゲージになっています。
23ゲージはいかにも太いですが、どう
なのでしょうか。
　堀越　今の小児科医が使うようなワ
クチンのほとんどがプレフィールドシ
リンジといって、もともとシリンジに
針がついたタイプで販売されています。
昔のようにバイアルから薬液を吸って
準備する手間がないのと、もう一つは
針刺し事故を防ぐために、針で吸引す
る必要のないものが主流で販売されて
いて、それらのタイプの針はほとんど
が25～27ゲージのものを採用していま
す。小児科で、実際にバイアルから吸
う場合でも、23ゲージで打つことはほ
とんどなく、なるべく痛くないように
細めの針で行うのがいいかと思います。
　山内　だんだん細くなっていってい
ると考えてよいのですね。
　堀越　そうですね。
　山内　この質問の一番の核心ですが、
万が一静脈に入ってしまった、血中に
入ってしまった場合ですが、これに関
して、まず副作用的なものはどうなの

でしょうか。
　堀越　ちょっと調べてみたのですが、
まずそういった報告は国内では全くな
く、そういった事例はあるのかもしれ
ないけれども、少なくとも報告レベル
で上がってきていないので、答えとし
てはちょっとわからないというところ
です。ただ、体内に投与するものです
ので、アレルギーを除いて、大きな副
反応あるいは有害事象が起きるとはち
ょっと考えにくいかと思います。
　山内　たくさん起こっていたら、少
しは話題になるでしょうから、それす
らないと考えてよいのですね。
　堀越　はい。
　山内　ということは、逆に予防効果
に関して、仮に血液の中へ入ってしま
ったとしても、あまり関係ないと考え
てよいでしょうか。
　堀越　おそらく関係ないです。これ
もデータがないので、何ともいえない
ですね。もともとワクチンの治験自体
は皮下注もしくは筋注で行われている
ものがほとんどですので、それ以外の
ところに入ったときの効果については、
データがないというのが答えになるか
と思います。
　山内　繰り返しになるかもしれませ
んが、血液の逆流を確認する必要はな
いということですが、古い針を用いた
タイプのものですと、血液が少し出て
くるような、そういったものが確認さ
れることはありうるわけです。こうい

った場合もいちいち針を取り替えてな
どということは、まずやらなくていい
のですね。
　堀越　通常の推奨されている部位に
接種する分には、そこから大きな血管
に刺さって逆流してくること自体がほ
とんどないと考えていい。もし万が一
あっても、ちょっと深さを変えるなり
で対応できるかと思います。
　山内　ワクチンに限りませんが、一
般に注射をした場合によく起こるので
すが、注射後に痺れ、痛み、腫脹が出
てきたというクレームはどうなのでし
ょう。
　堀越　人体に針を刺すので、痛みが
ないとか、痺れがない、腫れがない、
これについてはけっこう自覚症状的な
ものなのです。人によってそれぞれい
ろいろな訴えがあると思いますが、ほ
とんどの場合が短期的なもので、それ
が永続するというのは極めてまれな事
象です。そういったものに関しても基
本的には、もし訴える患者さんがいて
も、長くても数日から１週間程度でよ
くなりますという説明でよいかと思い
ます。
　山内　できれば事前にその説明はし
ておいたほうがいいですね。
　堀越　そうですね。
　山内　予防接種を施行した後、一定
時間は病院の中にいていただいて、安
全確認をするのも勧められるのでしょ
うか。
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　堀越　そうですね。これはすべての
薬においていえますが、アナフィラキ
シーなどが起こりうるので、30分程度

は院内にいていただいて確認するのが
よいかと思います。
　山内　ありがとうございました。

東京都立小児総合医療センター麻酔科医長
宮　澤　典　子

（聞き手　池脇克則）

　ある総合病院では全身麻酔の４週間前から生ワクチンの接種をしないことに
しており、その理由は、全身麻酔をすると生ワクチンの効果が下がるからだそ
うです。これはどのような機序によることなのでしょうか、ご教示ください。

＜広島県開業医＞

全身麻酔と生ワクチン接種

　池脇　ワクチン接種と手術の全身麻
酔のタイミングという質問です。ワク
チンをした直後に手術麻酔がかけられ
ないという話は初めて聞いたのですが、
実際に生ワクチンを接種した場合には、
全身麻酔まで４週間は置かないといけ
ないのでしょうか。
　宮澤　昔はそういうことが言われて
いたのですが、最近は手術を優先させ
るということで、生ワクチンをしてい
ても、必要な手術を延期するというこ
とはほとんどなくなっています。以前
は、重要な問題として、生ワクチンを
接種した後に麻酔を受けると、麻酔が
免疫を抑制するため、生ワクチンの抗
体がつかない可能性があって延期され
ていたと思います。最近の研究では普
通の免疫能の方ですと、麻酔の影響に

よる免疫抑制は非常に少ないというこ
とと、せいぜい48時間ぐらいというこ
とです。免疫を理由にした手術の延期
は、不要と考えられています。
　ただ、一つ考えなければいけないの
は、副作用というか、ワクチンによる
副反応です。それが出てくる時期は、
不活化ワクチンですとだいたい48時間
ぐらい、生ワクチンの場合は７～21日
ぐらいといわれています。この時期と
手術が重なったときに、ワクチンの副
反応なのか、それとも手術による合併
症的な発熱や発疹なのか、そこの見分
けがつかなくなることのほうが問題と
いわれています。
　池脇　質問では全身麻酔をすると生
ワクチンの効果が下がる、以前はその
ように考えられたかもしれませんが、
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