
することはできます。しかし根本にな
ってくるのは、先ほど申し上げたよう
に、いかにネットではなくて、自分の
言葉で自分の負の感情を誰かに伝えら
れるか、言葉にできるか、頼れるかと
いうことが重要だと思います。

　山内　ある程度昼夜逆転などは薬で
戻すこともあるかもしれないが、あく
まで安定剤などは限定的な役割とみて
よいのですね。
　西村　はい、そうです。
　山内　ありがとうございました。 国立医薬品食品衛生研究所 客員研究員

小野寺　博志
（聞き手　池田志斈）

　看護師が注射の準備（エア抜き）をしていて、インフルエンザワクチンの薬
液が目に入った場合、洗い流すだけでよいでしょうか。ほかのワクチンで目に
入った場合、気をつける種類（眼科を受診する）はありますでしょうか。
 ＜新潟県開業医＞

目の薬剤などの曝露時の対処方法

　池田　小野寺先生、看護師が注射の
準備をしたときにインフルエンザワク
チンの薬液が目に入ったということで
す。この場合は洗い流すだけでよいの
でしょうかということですが、どうな
のでしょうか。
　小野寺　結論からいいますと、イン
フルエンザワクチンが目に入ったとす
れば、それもエア抜きをしていて飛び
散ったのでしたら、洗い流すだけで大
丈夫だと思います。一般的な応急処置
と同じで水で流していただいて問題な
いと思います。ただし、万が一、時間
がたって自覚症状というか、痛み、か
ゆみ、腫れなど違和感や熱などが出て
きたら眼科を受診するようにお勧めし
ます。
　池田　質問で、ほかのワクチンで目

に入った場合、気をつけるものはある
のでしょうかということですが、ワク
チンといってもたくさんありますよね。
どのようなものに気をつける必要があ
るのでしょうか。
　小野寺　ワクチンの種類は、インフ
ルエンザの予防に使われている季節性
ワクチン、特定の病原菌に対する感染
予防ワクチン、がんなどの治療に使わ
れる治療用ワクチンなど、ワクチン目
的と合わせて多くの種類があります。
　池田　たくさんありますが、具体的
に幾つか教えていただけますか。
　小野寺　皆さんご存じなのは、BCG
やポリオなどの弱毒化生ワクチンとい
われているもので、その病原菌の力を
弱くしているワクチンです。
　池田　生きているということですね。
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　小野寺　先進国で最近話題になって
いるのはがんワクチンです。
　池田　がんのワクチンなのですね。
今我々にはあまりポピュラーではない
ですが、将来的にはそういったワクチ
ンを使うということですね。
　小野寺　日本で治療用ワクチンの開
発がなかなか進まないのは、ワクチン
を使用する治験がなかなか難しいから
なのです。がんが進行した状態でワク
チンを接種してもなかなか効きません。
やはりがんの初期のころ、これから増
殖する手前の時点で自己の免疫能を賦
活化させ、不具合な変異やがん細胞の
増殖を抑制する必要があります。でも、
日本の場合は現在、各疾病ごとに標準
治療というものがありまして、詳細な
ガイドラインができていて、標準治療
のどの段階でワクチンを投与するのか、
なかなか難しいところです。
　池田　基本的には予防的にワクチン
を使われるのでしょうから、例えば元
気な方、問題ない方に打つわけですよ
ね。そういう方たちはワクチンを実際
使って、ああ、恩恵があるなと思うと
きはあるのでしょうか。
　小野寺　それはちょっと僕もわから
ないのです。現在日本においてもいわ
ゆる人間ドックや健康診断を受ける方
は、まだまだほかの国と比べれば少な
いのですが、徐々に普及し検査機器や
精度・感度が高くなり、いわゆる経過
観察という事象がけっこう出てきます。

消化管や肺、肝臓にしても、いろいろ
な臓器で将来的に悪性化する可能性が
あるけれども、現時点では様子を見て
おきましょうという症例に対して、も
しかしたらその時点で何らかのワクチ
ンを接種して、３年後、５年後にその
経過を見て効果を判定することは可能
かもしれません。ただ、ものすごく観
察時間が長いので、そういう患者さん
を長期間追跡できるかどうかがまた難
しい問題だと思います。
　池田　接種者と未接種者が同じライ
フスパンでというのもなかなか難しい
かと思います。弱毒化生ワクチンから
遺伝子組み換えのワクチンまで、こう
いったものがもし目に入った場合、こ
れもやはり洗浄だけでよいのでしょう
か。
　小野寺　ワクチンが普通の医薬品と
異なるところは、例外もありますが、
基本的に１回の接種量はだいたい0.5 
mLが標準で、たくさんの量を打つワ
クチンというのはないのです。回数も
先ほど申しましたように生ワクチンの
場合はほとんど１回で、多くても数回、
通常の薬みたいに頻繁に大量に長期間
投与されるものではありません。不注
意で目に入ったということですが、普
通ワクチンの投与は皮下投与か筋肉内
投与、皮内投与で、昔の生ワクチンは
シロップも多かったのですが、現在シ
ロップはロタウイルスワクチンぐらい
で、ほとんどが皮下か皮内、筋肉注射

　小野寺　そうです。生ワクチンは一
番よくワクチン予防効果が出るもので
す。
　池田　やはり生きているからですね。
　小野寺　はい。病原微生物に対し直
接に生体が反応し対応します。
　池田　でも、生きているとちょっと
気持ち悪いですね。
　小野寺　そうですね。生ワクチンに
はBCG、麻疹、風疹とかコレラなどが
あり、不活化ワクチンとしては、病原
菌の一部をホルマリンなどいろいろな
化学処理をして生体内で増殖しないよ
うに不活化したワクチンになります。
　池田　これは生きてなくて、どちら
かというと蛋白質中心みたいな感じで
すか。
　小野寺　そうですね。ですが、この
場合、生ワクチンよりも効きが弱いの
で、１回の接種で済まなくて抗体がで
きるまで数回、時間を空けて接種する
ことになります。日本脳炎、ポリオ、
百日咳、インフルエンザなどは不活化
ワクチンです。
　池田　なるほど、そういうことにな
るのですね。ほかにはどのようなもの
がありますか。
　小野寺　破傷風とかジフテリアに対
するワクチンは病原菌毒素のワクチン、
トキソイドワクチンといわれるもので、
破傷風のワクチンは破傷風菌ではなく、
破傷風菌から出る毒素を弱くしたもの、
または毒素の一部を使ったワクチンで

症状を抑えるものです。
　池田　ある程度毒素を精製して、そ
れから作るのですね。そういう意味で
は菌全体ではないのですね。
　小野寺　そうですね。
　池田　あと、肝炎ウイルスなどはい
かがですか。
　小野寺　不活化ワクチンの一部にな
りますが、最近B型肝炎のワクチンは
肝炎になるウイルスの遺伝子を組み換
えて作った組み換えワクチンなので、
これは化学合成ではなく、遺伝子組み
換え技術で作る、これからのワクチン
だと思います。
　池田　最近の動向としてもいろいろ
な病原菌がありますが、ワクチンの開
発はどのような方向にいっているので
しょうか。
　小野寺　ワクチンの開発は世界的に
関心が高いとはいえません。例えばマ
ラリアとかエイズなどという新興国の
感染症に対する対策は、WHOの主導
で開発・指導を行っているのですが、
先進国のワクチン開発は、がんワクチ
ン、肝炎ワクチン、子宮頸がんワクチ
ンなど、実際の疾病に対して治療の一
部としてワクチンに力を入れて開発し
ているという傾向があります。
　池田　確かにマラリアなどは先進国
ではやっているイメージはありません
よね。やはり先進国で困っているもの
に対するワクチンを作るということで
すね。
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　小野寺　先進国で最近話題になって
いるのはがんワクチンです。
　池田　がんのワクチンなのですね。
今我々にはあまりポピュラーではない
ですが、将来的にはそういったワクチ
ンを使うということですね。
　小野寺　日本で治療用ワクチンの開
発がなかなか進まないのは、ワクチン
を使用する治験がなかなか難しいから
なのです。がんが進行した状態でワク
チンを接種してもなかなか効きません。
やはりがんの初期のころ、これから増
殖する手前の時点で自己の免疫能を賦
活化させ、不具合な変異やがん細胞の
増殖を抑制する必要があります。でも、
日本の場合は現在、各疾病ごとに標準
治療というものがありまして、詳細な
ガイドラインができていて、標準治療
のどの段階でワクチンを投与するのか、
なかなか難しいところです。
　池田　基本的には予防的にワクチン
を使われるのでしょうから、例えば元
気な方、問題ない方に打つわけですよ
ね。そういう方たちはワクチンを実際
使って、ああ、恩恵があるなと思うと
きはあるのでしょうか。
　小野寺　それはちょっと僕もわから
ないのです。現在日本においてもいわ
ゆる人間ドックや健康診断を受ける方
は、まだまだほかの国と比べれば少な
いのですが、徐々に普及し検査機器や
精度・感度が高くなり、いわゆる経過
観察という事象がけっこう出てきます。

消化管や肺、肝臓にしても、いろいろ
な臓器で将来的に悪性化する可能性が
あるけれども、現時点では様子を見て
おきましょうという症例に対して、も
しかしたらその時点で何らかのワクチ
ンを接種して、３年後、５年後にその
経過を見て効果を判定することは可能
かもしれません。ただ、ものすごく観
察時間が長いので、そういう患者さん
を長期間追跡できるかどうかがまた難
しい問題だと思います。
　池田　接種者と未接種者が同じライ
フスパンでというのもなかなか難しい
かと思います。弱毒化生ワクチンから
遺伝子組み換えのワクチンまで、こう
いったものがもし目に入った場合、こ
れもやはり洗浄だけでよいのでしょう
か。
　小野寺　ワクチンが普通の医薬品と
異なるところは、例外もありますが、
基本的に１回の接種量はだいたい0.5 
mLが標準で、たくさんの量を打つワ
クチンというのはないのです。回数も
先ほど申しましたように生ワクチンの
場合はほとんど１回で、多くても数回、
通常の薬みたいに頻繁に大量に長期間
投与されるものではありません。不注
意で目に入ったということですが、普
通ワクチンの投与は皮下投与か筋肉内
投与、皮内投与で、昔の生ワクチンは
シロップも多かったのですが、現在シ
ロップはロタウイルスワクチンぐらい
で、ほとんどが皮下か皮内、筋肉注射

　小野寺　そうです。生ワクチンは一
番よくワクチン予防効果が出るもので
す。
　池田　やはり生きているからですね。
　小野寺　はい。病原微生物に対し直
接に生体が反応し対応します。
　池田　でも、生きているとちょっと
気持ち悪いですね。
　小野寺　そうですね。生ワクチンに
はBCG、麻疹、風疹とかコレラなどが
あり、不活化ワクチンとしては、病原
菌の一部をホルマリンなどいろいろな
化学処理をして生体内で増殖しないよ
うに不活化したワクチンになります。
　池田　これは生きてなくて、どちら
かというと蛋白質中心みたいな感じで
すか。
　小野寺　そうですね。ですが、この
場合、生ワクチンよりも効きが弱いの
で、１回の接種で済まなくて抗体がで
きるまで数回、時間を空けて接種する
ことになります。日本脳炎、ポリオ、
百日咳、インフルエンザなどは不活化
ワクチンです。
　池田　なるほど、そういうことにな
るのですね。ほかにはどのようなもの
がありますか。
　小野寺　破傷風とかジフテリアに対
するワクチンは病原菌毒素のワクチン、
トキソイドワクチンといわれるもので、
破傷風のワクチンは破傷風菌ではなく、
破傷風菌から出る毒素を弱くしたもの、
または毒素の一部を使ったワクチンで

症状を抑えるものです。
　池田　ある程度毒素を精製して、そ
れから作るのですね。そういう意味で
は菌全体ではないのですね。
　小野寺　そうですね。
　池田　あと、肝炎ウイルスなどはい
かがですか。
　小野寺　不活化ワクチンの一部にな
りますが、最近B型肝炎のワクチンは
肝炎になるウイルスの遺伝子を組み換
えて作った組み換えワクチンなので、
これは化学合成ではなく、遺伝子組み
換え技術で作る、これからのワクチン
だと思います。
　池田　最近の動向としてもいろいろ
な病原菌がありますが、ワクチンの開
発はどのような方向にいっているので
しょうか。
　小野寺　ワクチンの開発は世界的に
関心が高いとはいえません。例えばマ
ラリアとかエイズなどという新興国の
感染症に対する対策は、WHOの主導
で開発・指導を行っているのですが、
先進国のワクチン開発は、がんワクチ
ン、肝炎ワクチン、子宮頸がんワクチ
ンなど、実際の疾病に対して治療の一
部としてワクチンに力を入れて開発し
ているという傾向があります。
　池田　確かにマラリアなどは先進国
ではやっているイメージはありません
よね。やはり先進国で困っているもの
に対するワクチンを作るということで
すね。
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物質と違うところは、意図してヒトに
投与するというところです。もちろん
この安全性を確認することは必要です
が、食品添加物や環境中の化学物質な
どと違って病気を治すために効果が出
る量を投与しなければなりません。効
果が毒性を上回る用量と投与方法、投
与時期に応じた物性を検討しなければ
いけないということです。それを見つ
けるためには動物試験が現在のところ
まだまだ必要です。
　池田　そういう意味でワクチン開発
は時間がかかるというのを、一般の
方々はちょっと理解できていないよう
ですね。こういった動物実験も含めた
あとに臨床試験ですから、２年はかか
ってしまいますね。
　小野寺　ワクチンの動物試験の場合、
最低限有害な毒性がないというところ
を見るのですが、何せヒトに打つ量が

先ほどもいいましたように0.5mLとい
う少量なので、その量で何か出てくる
かというと、よほど強力なものでもな
ければ無理です。動物試験で刺激性が
確認されるものもあります。そういう
ワクチンはヒトに投与する前に開発が
断念されることになります。
　池田　そういった安全性も含めて時
間をかけて開発しなければいけないと
いうことですね。
　小野寺　そうです。ワクチンは特に
効果が現れるまで時間がかかるので、
それまでの安全性確認が必要です。
　池田　ありがとうございました。

注： COVID-19で世界的にワクチンの開発
が急加速され、100種以上の研究が進
行しています。理論的や in vitro、動
物試験で効果が認められても、ヒトで
確認するには短期間では難しいです。

で直接体内に接種する方法になってい
ます。その場合、刺激性とか組織傷害
性という物理的な反応に関してはもの
すごく厳重に管理しています。ワクチ
ンの抗原自体はもちろん、含有する添
加物や不活化するときのホルマリン残
留とか、保存料であるチメロサール、
あと物性的にpHがアルカリになると
ヒトの組織は非常に損傷が大きいので、
pHの調整とか、浸透圧が１に近いよ
うにするとか、固形物・不純物の有無、
そういう物性的な確認をしながら作っ
ているので、通常は安全だと思います。
　池田　ワクチンの主成分だけでなく
て、添加物、ホルマリン、チメロサー
ルが問題になるのですね。
　小野寺　量的には先ほどもいいまし
たように１回投与する0.5mLの中に入
っているのは微量なので、さほど大き
な毒性が出てくる可能性はないと思い
ます。
　池田　なるほど。一言でワクチンと
いっても、我々などは単純に主成分だ
けのことしか考えていなかったのです
が、こういった添加物も含めて安全性
を評価するのは、実際、どうされてい
るのですか。
　小野寺　医薬品については、ワクチ
ンも含めてですが、安全性に関して、
臨床、非臨床も含め医薬品の規制調和
国際会議（ICH）というものがあり、
年に２回ずつ会合会議が開催されてい
ます。その中でいろいろな約束ごとを

決めながら、安全性なり有効性をきち
んと評価できるような方法を作って、
それに準じて申請資料を作成していま
す。
　池田　非臨床安全性試験というのは
動物を使うのですか。
　小野寺　非臨床試験は動物を使うも
のだけではないのですが、現在EUで
は動物を使う毒性試験は動物福祉の観
点から厳しく規制されています。全く
動物が使えないわけではなく、新規に
開発した医薬品を、理論的に安全だと
いっても、いきなりヒトに投与できな
いので、動物に投与して、いわゆる毒
性量とか有害作用の程度と臓器などを
調べることは最低限許容されています。
　池田　例えばEUに日本から輸出す
るものは動物実験をしてはいけないの
ですか。
　小野寺　医薬品の場合はまださほど
厳しくないのですが、動物を使って製
品化した化粧品は輸入できないことに
なっています。
　池田　では何か細胞などを使うので
すか。
　小野寺　そうですね。動物を使う代
わりの代替法を各国で開発していまし
て、日本でもJaCVAMとして代替法の
国際連合に入っており、国立医薬品食
品衛生研究所に本部があります。
　池田　医薬品は今のところは動物を
使って実験してもいいのですね。
　小野寺　医薬品の場合、ほかの化学
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物質と違うところは、意図してヒトに
投与するというところです。もちろん
この安全性を確認することは必要です
が、食品添加物や環境中の化学物質な
どと違って病気を治すために効果が出
る量を投与しなければなりません。効
果が毒性を上回る用量と投与方法、投
与時期に応じた物性を検討しなければ
いけないということです。それを見つ
けるためには動物試験が現在のところ
まだまだ必要です。
　池田　そういう意味でワクチン開発
は時間がかかるというのを、一般の
方々はちょっと理解できていないよう
ですね。こういった動物実験も含めた
あとに臨床試験ですから、２年はかか
ってしまいますね。
　小野寺　ワクチンの動物試験の場合、
最低限有害な毒性がないというところ
を見るのですが、何せヒトに打つ量が

先ほどもいいましたように0.5mLとい
う少量なので、その量で何か出てくる
かというと、よほど強力なものでもな
ければ無理です。動物試験で刺激性が
確認されるものもあります。そういう
ワクチンはヒトに投与する前に開発が
断念されることになります。
　池田　そういった安全性も含めて時
間をかけて開発しなければいけないと
いうことですね。
　小野寺　そうです。ワクチンは特に
効果が現れるまで時間がかかるので、
それまでの安全性確認が必要です。
　池田　ありがとうございました。

注： COVID-19で世界的にワクチンの開発
が急加速され、100種以上の研究が進
行しています。理論的や in vitro、動
物試験で効果が認められても、ヒトで
確認するには短期間では難しいです。

で直接体内に接種する方法になってい
ます。その場合、刺激性とか組織傷害
性という物理的な反応に関してはもの
すごく厳重に管理しています。ワクチ
ンの抗原自体はもちろん、含有する添
加物や不活化するときのホルマリン残
留とか、保存料であるチメロサール、
あと物性的にpHがアルカリになると
ヒトの組織は非常に損傷が大きいので、
pHの調整とか、浸透圧が１に近いよ
うにするとか、固形物・不純物の有無、
そういう物性的な確認をしながら作っ
ているので、通常は安全だと思います。
　池田　ワクチンの主成分だけでなく
て、添加物、ホルマリン、チメロサー
ルが問題になるのですね。
　小野寺　量的には先ほどもいいまし
たように１回投与する0.5mLの中に入
っているのは微量なので、さほど大き
な毒性が出てくる可能性はないと思い
ます。
　池田　なるほど。一言でワクチンと
いっても、我々などは単純に主成分だ
けのことしか考えていなかったのです
が、こういった添加物も含めて安全性
を評価するのは、実際、どうされてい
るのですか。
　小野寺　医薬品については、ワクチ
ンも含めてですが、安全性に関して、
臨床、非臨床も含め医薬品の規制調和
国際会議（ICH）というものがあり、
年に２回ずつ会合会議が開催されてい
ます。その中でいろいろな約束ごとを

決めながら、安全性なり有効性をきち
んと評価できるような方法を作って、
それに準じて申請資料を作成していま
す。
　池田　非臨床安全性試験というのは
動物を使うのですか。
　小野寺　非臨床試験は動物を使うも
のだけではないのですが、現在EUで
は動物を使う毒性試験は動物福祉の観
点から厳しく規制されています。全く
動物が使えないわけではなく、新規に
開発した医薬品を、理論的に安全だと
いっても、いきなりヒトに投与できな
いので、動物に投与して、いわゆる毒
性量とか有害作用の程度と臓器などを
調べることは最低限許容されています。
　池田　例えばEUに日本から輸出す
るものは動物実験をしてはいけないの
ですか。
　小野寺　医薬品の場合はまださほど
厳しくないのですが、動物を使って製
品化した化粧品は輸入できないことに
なっています。
　池田　では何か細胞などを使うので
すか。
　小野寺　そうですね。動物を使う代
わりの代替法を各国で開発していまし
て、日本でもJaCVAMとして代替法の
国際連合に入っており、国立医薬品食
品衛生研究所に本部があります。
　池田　医薬品は今のところは動物を
使って実験してもいいのですね。
　小野寺　医薬品の場合、ほかの化学

ドクターサロン65巻２月号（1 . 2021） （107）  2726 （106） ドクターサロン65巻２月号（1 . 2021）

2102_HONBUN.indd   27 2021/01/12   10:43


	02-0011-2
	02-0012-1
	02-0012-2
	02-0013-1
	02-0013-2



