
国立感染症研究所感染症疫学センター室長
多　屋　馨　子

（聞き手　山内俊一）

　小児のワクチン同時接種についてご教示ください。
　多種類のワクチンが同時に接種されています。手引きには、医師が必要と認
めれば可、しかし家人が望まなければ個別接種でもできることを説明するよう
にとのことです。現在、医師によっては、不活化も生ワクチンも同時に別々の
部位に行っています。しかし、体内でワクチンに対する抗体がきちんとついて
いるのでしょうか。MMR＋水痘の同時接種は追跡できているようですが、その
他のワクチンも同時接種は可能でしょうか。BCGと他のワクチン（不活化およ
び生ワクチン）との同時接種も可能でしょうか。以前、肺炎球菌ワクチン（PCV）
は副作用が強いので別にされているとうかがいました。30％余りに発熱があり
ますので、私も１回目だけは（生後２カ月になってすぐですので）別にしてヒ
ブ＋B型肝炎から開始しています。そのほかでも同時接種を控えたほうがよい
組み合わせがありましたらご教示ください。

＜高知県開業医＞

小児ワクチンの同時接種

　山内　多屋先生、現在多種類のワク
チンが出ていますが、いったいどのぐ
らい接種されているものなのでしょう
か。
　多屋　質問の先生もおっしゃるとお
り、最近ワクチンの種類が増えたのは
よいことだと思います。生後２カ月か
らワクチンを始めるお子さんが多いの
ですが、ヒブワクチンと小児用の肺炎

球菌ワクチンとB型肝炎ワクチンを注
射して、ロタウイルスワクチンをのむ
ところから始めるお子さんが多いと思
います。
　山内　その後も延々と続いていくの
ですね。
　多屋　そうですね。それぞれヒブも
肺炎球菌も四種混合も、合計４回の接
種が必要になるので、１つずつだとス

ケジュール立てが難しくなるので、同
時接種をされる医師がかなり増えてき
ているように思います。
　山内　１歳ぐらいまでに30種類ぐら
い接種するとみてよいのでしょうか。
　多屋　回数だと20～30回ぐらいにな
ると思うのですが、同じワクチンを３
回、４回接種するので、種類としては
もうちょっと少ないけれども、回数は
それぐらいになってしまうと思います。
　山内　そうしますとスケジュール上
も、また今、お母さんもお勤めの方が
多いですから、そう頻繁に医療機関に
行けない事情もありますので、状況と
しては、同時接種はよくある話と思っ
てよいのですね。
　多屋　最近の予防接種の事情に鑑み
まして、日本小児科学会も「同時接種
の考え方」というものを出したり、「知
っておきたいワクチン情報」という保
護者の方々にも読んでいただきたいリ
ーフレットを５月につくりました。今
ホームページに上がっていますので、
そういうものを見ていただければと思
っています。同時接種したからといっ
て免疫のつきが悪くなることもないし、
同時接種したからといって副反応が増
えることはないので、保護者と医師の
相談で決めていただくのがいいと思っ
ています。
　山内　最近は家族の方も同時接種を
求めることが増えてきているとみてよ
いのでしょうか。

　多屋　そうですね。最初、ヒブ・肺
炎球菌が始まったころは、日本はそれ
ほどワクチンの種類も多くなかったの
で、同時接種に抵抗があった保護者の
方もいらっしゃったのです。最近はど
ちらかというと同時接種を希望される
保護者の方が増えてきているように聞
いています。
　山内　この質問ですが、今現在、医
師によっては、不活化も生ワクチンも
同時に別々の部位に行っていることが
多いようですが、体内でワクチンに対
する抗体がきちんとついているのかに
関しては、ついているということでよ
いのですね。
　多屋　そうですね。これとこれだと
免疫のつきが悪いなど、子どもたちが
受けるワクチンについては特に言われ
ていないので、同時接種されている医
師が多くいらっしゃいます。もちろん、
絶対同時接種をしなければならないわ
けではないので、別々に接種されてい
る医師ももちろんいらっしゃいます。
どちらがよいと言うより、同時接種し
ていくのは、スケジュール立てが難し
くなってきているからというのが、現
状ではないかと思っています。
　山内　確かに非常に多いですからね。
２番目の質問ですが、MMRと水痘の
同時接種は追跡できるようですが、そ
のほかのワクチンも同時接種は可能で
しょうか、ということです。追跡でき
る、とはどういう意味なのでしょうか。
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　多屋　まず日本ではMMRワクチン
がありません。おそらくMRワクチン
のことだと思います。麻疹風疹混合
（MR）ワクチンと水痘ワクチンの同時
接種は、実際にはかなり多く行われて
いると思います。臨床研究でMRワク
チンと水痘ワクチンの同時接種が実際
に行われ、免疫原性や副反応の率に変
わりはなかったというデータも国内で
しっかり出されているので、それにつ
いてはあまり心配されなくてもいいと
思います。そこにおたふくかぜワクチ
ンを任意接種ではあるものの、同時接
種されている医師もいると思います。
　山内　このMMRというのは日本に
ないのですね。
　多屋　はい。海外ではMMRがよく
使われているのですが、日本はMRと
おたふくかぜは別々の部位に接種する
ことになっています。
　山内　３番目の質問ですが、BCGと
ほかのワクチン、不活化・生ワクチン、
いずれかとの同時接種も可能でしょう
か、ということです。
　多屋　可能か否かと言われると、可
能です。ただ、米国などではBCGワク
チンは接種されていないので、日本で
行われているほうが多いと思います。
BCG接種の推奨月齢が５～７カ月にな
り、以前行われていたように、生後４
カ月健診のときの接種というかたちで
はなくなってきているのです。集団接
種で乳幼児健診のときの接種となると、

ほかのワクチンとの同時接種ができな
いので、BCGだけ接種するお子さんが
多かったのですが、健診のときに接種
しないと個別接種となり、かかりつけ
医のところで接種されることになりま
す。５カ月から７カ月だと、四種混合
ワクチンの３回目や、B型肝炎ワクチ
ンの３回目と比較的時期が一致してく
るので、その組み合わせで同時接種を
されている医師も、最近は多くなって
いるように思います。
　山内　BCGは集団接種みたいなもの
がありましたね。
　多屋　以前はそれがほとんどでした。
　山内　今は個別なのですね。
　多屋　個別がすごく多くなっていま
す。もちろん、集団接種の自治体も一
部あるのですけれども、多くが個別接
種に移行していると思います。
　山内　次の質問です。「以前、肺炎
球菌ワクチンは副作用が強いので別に
されているとうかがいました。30％余
りに発熱があるので、私も１回目だけ
は別にしています」ということですが、
肺炎球菌ワクチンというのは副作用が
強いのですか。
　多屋　お子さんの肺炎球菌ワクチン
のことだと思うのですが、接種した後、
熱を出すお子さんが比較的多かったの
で、そのように別にされていた医師も
いるのかもしれません。以前は生後２
カ月からワクチンが始まって、熱が出
るので保護者の方も心配され、また小

児科医もいろいろな検査をして入院と
なることも多かったのです。しかし、
肺炎球菌ワクチンは、接種日に発熱す
るかもしれないということが広く伝わ
ってきて、そのために入院するお子さ
んは少なくなってきていると思います。
お子さんの様子をよく見ていただいて、
翌日に熱が下がったり、ミルクもよく
飲んで機嫌が悪くなければ、発熱だけ
で心配されなくても大丈夫かと思いま
す。
　山内　あまり重症化には至らないの
ですね。
　多屋　そうですね。一過性に熱が出
る方はけっこういらっしゃると思いま
す。
　山内　多少、アレルギー反応的な感
じでしょうか。
　多屋　そうですね。あと肺炎球菌の
莢膜のポリサッカライドの成分かもし
れません。
　山内　あまり気にされなくてもいい
のですね。
　多屋　そうですね。あらかじめ「き
ょう熱が出るかもしれないね」と保護
者の方に説明していただくと、保護者
の方も心配が少ないかもしれません。
　山内　確かに接種する医師にとって
は非常に難しいところですね。

　多屋　赤ちゃんの様子を見ていただ
くのは大事なので、症状が重いときは
もちろん受診してもらわないといけな
いと思います。
　山内　最後の質問ですが、そのほか
の同時接種、控えたほうがいい組み合
わせがありましたらご教示くださいと
のことです。
　多屋　海外では渡航者ワクチンとし
て、黄熱ワクチンとMMRワクチンを
同時接種しない国もあったり、帯状疱
疹ワクチンと23価の肺炎球菌ワクチン
を同時接種しないとされたこともあっ
たのです。その後の研究で帯状疱疹ワ
クチンと23価の肺炎球菌ワクチンを同
時接種しても、帯状疱疹になる人の割
合は変わらなかったことから、同時接
種も可能であるように変わってきてい
ます。日本で接種可能なワクチンの中
で、これとこれは接種しないほうがい
いというのは、特にないと思います。
　山内　多くのワクチンが多種打たれ
ていて、我々も見ていてどうかと思う
ぐらい多いのですが、経験上は大きな
問題はないとみてよいのですね。
　多屋　かなり経験値が増えてきて、
むしろ同時接種のほうが多くなってい
るように感じています。
　山内　ありがとうございました。
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　多屋　まず日本ではMMRワクチン
がありません。おそらくMRワクチン
のことだと思います。麻疹風疹混合
（MR）ワクチンと水痘ワクチンの同時
接種は、実際にはかなり多く行われて
いると思います。臨床研究でMRワク
チンと水痘ワクチンの同時接種が実際
に行われ、免疫原性や副反応の率に変
わりはなかったというデータも国内で
しっかり出されているので、それにつ
いてはあまり心配されなくてもいいと
思います。そこにおたふくかぜワクチ
ンを任意接種ではあるものの、同時接
種されている医師もいると思います。
　山内　このMMRというのは日本に
ないのですね。
　多屋　はい。海外ではMMRがよく
使われているのですが、日本はMRと
おたふくかぜは別々の部位に接種する
ことになっています。
　山内　３番目の質問ですが、BCGと
ほかのワクチン、不活化・生ワクチン、
いずれかとの同時接種も可能でしょう
か、ということです。
　多屋　可能か否かと言われると、可
能です。ただ、米国などではBCGワク
チンは接種されていないので、日本で
行われているほうが多いと思います。
BCG接種の推奨月齢が５～７カ月にな
り、以前行われていたように、生後４
カ月健診のときの接種というかたちで
はなくなってきているのです。集団接
種で乳幼児健診のときの接種となると、

ほかのワクチンとの同時接種ができな
いので、BCGだけ接種するお子さんが
多かったのですが、健診のときに接種
しないと個別接種となり、かかりつけ
医のところで接種されることになりま
す。５カ月から７カ月だと、四種混合
ワクチンの３回目や、B型肝炎ワクチ
ンの３回目と比較的時期が一致してく
るので、その組み合わせで同時接種を
されている医師も、最近は多くなって
いるように思います。
　山内　BCGは集団接種みたいなもの
がありましたね。
　多屋　以前はそれがほとんどでした。
　山内　今は個別なのですね。
　多屋　個別がすごく多くなっていま
す。もちろん、集団接種の自治体も一
部あるのですけれども、多くが個別接
種に移行していると思います。
　山内　次の質問です。「以前、肺炎
球菌ワクチンは副作用が強いので別に
されているとうかがいました。30％余
りに発熱があるので、私も１回目だけ
は別にしています」ということですが、
肺炎球菌ワクチンというのは副作用が
強いのですか。
　多屋　お子さんの肺炎球菌ワクチン
のことだと思うのですが、接種した後、
熱を出すお子さんが比較的多かったの
で、そのように別にされていた医師も
いるのかもしれません。以前は生後２
カ月からワクチンが始まって、熱が出
るので保護者の方も心配され、また小

児科医もいろいろな検査をして入院と
なることも多かったのです。しかし、
肺炎球菌ワクチンは、接種日に発熱す
るかもしれないということが広く伝わ
ってきて、そのために入院するお子さ
んは少なくなってきていると思います。
お子さんの様子をよく見ていただいて、
翌日に熱が下がったり、ミルクもよく
飲んで機嫌が悪くなければ、発熱だけ
で心配されなくても大丈夫かと思いま
す。
　山内　あまり重症化には至らないの
ですね。
　多屋　そうですね。一過性に熱が出
る方はけっこういらっしゃると思いま
す。
　山内　多少、アレルギー反応的な感
じでしょうか。
　多屋　そうですね。あと肺炎球菌の
莢膜のポリサッカライドの成分かもし
れません。
　山内　あまり気にされなくてもいい
のですね。
　多屋　そうですね。あらかじめ「き
ょう熱が出るかもしれないね」と保護
者の方に説明していただくと、保護者
の方も心配が少ないかもしれません。
　山内　確かに接種する医師にとって
は非常に難しいところですね。

　多屋　赤ちゃんの様子を見ていただ
くのは大事なので、症状が重いときは
もちろん受診してもらわないといけな
いと思います。
　山内　最後の質問ですが、そのほか
の同時接種、控えたほうがいい組み合
わせがありましたらご教示くださいと
のことです。
　多屋　海外では渡航者ワクチンとし
て、黄熱ワクチンとMMRワクチンを
同時接種しない国もあったり、帯状疱
疹ワクチンと23価の肺炎球菌ワクチン
を同時接種しないとされたこともあっ
たのです。その後の研究で帯状疱疹ワ
クチンと23価の肺炎球菌ワクチンを同
時接種しても、帯状疱疹になる人の割
合は変わらなかったことから、同時接
種も可能であるように変わってきてい
ます。日本で接種可能なワクチンの中
で、これとこれは接種しないほうがい
いというのは、特にないと思います。
　山内　多くのワクチンが多種打たれ
ていて、我々も見ていてどうかと思う
ぐらい多いのですが、経験上は大きな
問題はないとみてよいのですね。
　多屋　かなり経験値が増えてきて、
むしろ同時接種のほうが多くなってい
るように感じています。
　山内　ありがとうございました。
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