乾かした後は、必ず梳き櫛で卵も虫体
も減らすことが基本になるのですね。
山口 そうですね。早く気づいて短
期集中で駆虫できるかが大事かと思い
ます。
池田 ありがとうございました。

※2021年８月にジメチコンのローション
製剤が発売されました。スミスリン耐
性アタマジラミと考えられる場合は、
このジメチコン製剤の使用をご考慮く
ださい。

乳幼児の予防接種スケジュール

国立感染症研究所感染症疫学センター予防接種総括研究官

多

屋

（聞き手

馨

子

池脇克則）

健康な乳幼児に対する予防接種の標準的なスケジュールのモデルと注意事項
についてご教示ください。

＜埼玉県開業医＞
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池脇 新型コロナのワクチンが最大
の関心事になっている中で、乳幼児も

なに多くなかったのです。2008年にHib
ワクチン、2010年に小児が受ける肺炎

忘れてもらっては困るという意味から、
ワクチンについて多屋先生にお話をう
かがいたいと思います。
このドクターサロンで、10年ほど前
に、１日に同時に複数の予防接種をし

球菌ワクチンなど、こういうところか
ら接種することができるワクチンが増
えてきて、特に生後２カ月にワクチン
デビューしましょうというのが、大き
く国民の皆さんに広まってきたところ

ていいものかという質問をいただきま
した。そのときお答えになった先生は

かと思います。
生後２カ月で受けることになるワク

やや慎重な様子でしたが、その後、大
きな反響がありました。いや、複数や
るべきではないかと。現実問題として、
当時、複数接種はあまり定着していな
かったのですが、今は欧米並みの複数
接種の時代に大きく変わってきたよう

チンは、Hibワクチン、小児用の肺炎
球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、さ
らに2020年10月からはロタウイルスワ
クチンが定期の予防接種になりました
ので、これを飲みます。接種すべきワ
クチンの種類はこのようになっている

です。これはどういう経緯なのでしょ
うか。
多屋 10年前は、まだ日本で接種す
ることができるワクチンの種類がそん

ので、今はほとんどの方が、生後２カ
月でこれらのワクチンを同時接種する
方法を取られているかと思います。
生後３カ月になったら、４種混合ワ
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クチンが始まって、Hibワクチン、小
児用の肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワ
クチン、ロタウイルスワクチンの２回

接種を受けています。また、厚生労働
省のほうでも４種類あるいは５種類同
時接種を受けたときの健康状況調査、

に見えます。これが標準的なモデルと
考えてよいのでしょうか。
多屋 おっしゃるとおりだと思いま

歳で２回接種します。MR、すなわち
麻疹・風疹混合ワクチンは１歳のとき
と小学校入学前１年間の２回で、少し

目接種が始まっていく。そんなスケジ
ュールで子どもたちは予防接種を受け
ていると思います。

すなわち熱が出る人がどれぐらいいる
かということもしっかり報告してくだ
さるようになったのです。

す。生後２カ月から始まるものが先ほ
ど申し上げた４種類、そこに生後３カ
月のときに４種混合ワクチン、すなわ

間隔が空きます。そこに任意接種でお
たふくかぜワクチンを接種するお子さ
んも多いので、１歳のときにはMR、水

池脇 10年前と大きく違うのは、ワ
クチンによって予防できる病気の数が
増えてきたことですね。
多屋 はい。多くなったと思います。
任意接種では受けることができたけれ

それを見てみますと、例えば４種類
のワクチンを同時に受けた場合、どう
しても接種後に副反応を疑う症状が出
てしまうのですが、１＋１＋１＋１の
足し算にはなりますが、それが４より

ちジフテリア、百日咳、破傷風、ポリ
オの混合ワクチンが入ってきます。こ
れらのワクチンはだいたい０歳の間に
３回接種します。Hibも３回、肺炎球
菌も３回、B型肝炎も３回。ロタウイ

痘、おたふくかぜの初回接種があって、
そこに０歳から受けてきたワクチンの
４回目が入ってくる。
なので、生後２カ月から半年ぐらい
までのところにまず、たくさん受ける

ども、まだ定期接種になっていなかっ
たワクチンもあります。B型肝炎ワク

多くなってしまうことはありません。
なので、ほとんどの方が４種類あるい

ルスワクチンは２回のものと３回のも
のの２種類があります。４種混合ワク

時期があって、１歳から１歳半の間に
またたくさん受ける時期があります。

チンなどはそうで、随分前から受ける
ことはできたのですが、定期接種に入
ったのが2016年10月からということも
あり、乳児期に接種するワクチンの種
類がすごく増えたことがあると思いま

は５種類の同時接種を生後２カ月、３
カ月のときにされているのではないか
と考えています。接種を同時にしたか
らといって有害事象、副反応が増える
ことはないことが、多くの方に知られ

チンも０歳の間に３回です。１歳にな
ったらHib、肺炎球菌、４種混合ワク
チンは４回目の接種があります。B型
肝炎は３回で、０歳で終わりです。ロ
タウイルスワクチンも２回または３回

BCGだけは生後５〜８カ月で１回接種
ですが、それも忘れないようにしてい
ただいて、あとは今申し上げたような
スケジュールで組んでいただくのがい
いかと思います。

す。
池脇 当然１回でワクチン接種が済
む疾患は少ないので、２回、３回、場

ていると思います。
池脇 海外から見ると、どうしてそ
んなに慎重なのだろうと思っていたの

で終わりです。４種混合、Hib、肺炎
球菌ワクチンにつきましては、１歳に
なってから４回目があるというのを忘

池脇 こういったことを可能にする
一つの手助けとして、予防接種法で例
えば生ワクチンの次の生ワクチンは１

合によっては４回となると、ある一定
の期間の中にそれを入れ込もうとする
と、とても１回１種類では足りません
ね。そこで問題になってくるのは副反

が、ようやく同じようなシステムにな
ったというところでしょうか。
多屋 この10年で大きく変わったよ
うに思います。保護者の皆さんもそれ

れないでいてほしいと思います。
池脇 予定どおりに半年ぐらいまで
やってひと安心するけれども、また１
歳のときに、次のピークという言い方

カ月とか、経口の生ワクチンも１カ月
だったものが、一部のものを除いて制
限がなくなったのも大きいのでしょう
か。

応を含めた有害事象は大丈夫なのかと
いう、日本独特のものだと思うのです
が、そのあたりはどうクリアされてい
かれたのですか。
多屋 10年ぐらい前はそういうこと
を心配される方も確かに多くいらっし
ゃったと思うのですが、今はほとんど
の方が４種類、あるいは５種類、同時

が普通だと受け止めているのではない
かと感じています。
池脇 現状、ロタウイルスやHib、肺
炎球菌、それからB型肝炎について、
だいたい生後２カ月でワクチンデビュ
ー。そこから毎月、４種類ぐらいを接
種していって、とりあえず半年ぐらい
でちょっと一段落というスケジュール

は変ですが４回目の接種、そして１回
目の麻疹、風疹や水疱瘡、これを忘れ
ないようにしなければいけないという
ことですね。
多屋 そうなのです。４回目と、先
生がおっしゃるように、麻疹・風疹混
合ワクチン、そして水疱瘡を予防する
水痘ワクチン。水痘ワクチンは１〜２

多屋 ワクチンの種類は不活化ワク
チンと生ワクチンの大きく分けて２つ
あります。生ワクチンでも、注射の生
ワクチンと飲む生ワクチンと２種類あ
ります。
注射の生ワクチンの場合は世界のど
こも、ほとんどの国が別の種類の注射
の生ワクチンを受けるときに、27日以
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クチンが始まって、Hibワクチン、小
児用の肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワ
クチン、ロタウイルスワクチンの２回

接種を受けています。また、厚生労働
省のほうでも４種類あるいは５種類同
時接種を受けたときの健康状況調査、

に見えます。これが標準的なモデルと
考えてよいのでしょうか。
多屋 おっしゃるとおりだと思いま

歳で２回接種します。MR、すなわち
麻疹・風疹混合ワクチンは１歳のとき
と小学校入学前１年間の２回で、少し

目接種が始まっていく。そんなスケジ
ュールで子どもたちは予防接種を受け
ていると思います。

すなわち熱が出る人がどれぐらいいる
かということもしっかり報告してくだ
さるようになったのです。

す。生後２カ月から始まるものが先ほ
ど申し上げた４種類、そこに生後３カ
月のときに４種混合ワクチン、すなわ

間隔が空きます。そこに任意接種でお
たふくかぜワクチンを接種するお子さ
んも多いので、１歳のときにはMR、水

池脇 10年前と大きく違うのは、ワ
クチンによって予防できる病気の数が
増えてきたことですね。
多屋 はい。多くなったと思います。
任意接種では受けることができたけれ

それを見てみますと、例えば４種類
のワクチンを同時に受けた場合、どう
しても接種後に副反応を疑う症状が出
てしまうのですが、１＋１＋１＋１の
足し算にはなりますが、それが４より

ちジフテリア、百日咳、破傷風、ポリ
オの混合ワクチンが入ってきます。こ
れらのワクチンはだいたい０歳の間に
３回接種します。Hibも３回、肺炎球
菌も３回、B型肝炎も３回。ロタウイ

痘、おたふくかぜの初回接種があって、
そこに０歳から受けてきたワクチンの
４回目が入ってくる。
なので、生後２カ月から半年ぐらい
までのところにまず、たくさん受ける

ども、まだ定期接種になっていなかっ
たワクチンもあります。B型肝炎ワク

多くなってしまうことはありません。
なので、ほとんどの方が４種類あるい

ルスワクチンは２回のものと３回のも
のの２種類があります。４種混合ワク

時期があって、１歳から１歳半の間に
またたくさん受ける時期があります。

チンなどはそうで、随分前から受ける
ことはできたのですが、定期接種に入
ったのが2016年10月からということも
あり、乳児期に接種するワクチンの種
類がすごく増えたことがあると思いま

は５種類の同時接種を生後２カ月、３
カ月のときにされているのではないか
と考えています。接種を同時にしたか
らといって有害事象、副反応が増える
ことはないことが、多くの方に知られ

チンも０歳の間に３回です。１歳にな
ったらHib、肺炎球菌、４種混合ワク
チンは４回目の接種があります。B型
肝炎は３回で、０歳で終わりです。ロ
タウイルスワクチンも２回または３回

BCGだけは生後５〜８カ月で１回接種
ですが、それも忘れないようにしてい
ただいて、あとは今申し上げたような
スケジュールで組んでいただくのがい
いかと思います。

す。
池脇 当然１回でワクチン接種が済
む疾患は少ないので、２回、３回、場

ていると思います。
池脇 海外から見ると、どうしてそ
んなに慎重なのだろうと思っていたの

で終わりです。４種混合、Hib、肺炎
球菌ワクチンにつきましては、１歳に
なってから４回目があるというのを忘

池脇 こういったことを可能にする
一つの手助けとして、予防接種法で例
えば生ワクチンの次の生ワクチンは１

合によっては４回となると、ある一定
の期間の中にそれを入れ込もうとする
と、とても１回１種類では足りません
ね。そこで問題になってくるのは副反

が、ようやく同じようなシステムにな
ったというところでしょうか。
多屋 この10年で大きく変わったよ
うに思います。保護者の皆さんもそれ

れないでいてほしいと思います。
池脇 予定どおりに半年ぐらいまで
やってひと安心するけれども、また１
歳のときに、次のピークという言い方

カ月とか、経口の生ワクチンも１カ月
だったものが、一部のものを除いて制
限がなくなったのも大きいのでしょう
か。

応を含めた有害事象は大丈夫なのかと
いう、日本独特のものだと思うのです
が、そのあたりはどうクリアされてい
かれたのですか。
多屋 10年ぐらい前はそういうこと
を心配される方も確かに多くいらっし
ゃったと思うのですが、今はほとんど
の方が４種類、あるいは５種類、同時

が普通だと受け止めているのではない
かと感じています。
池脇 現状、ロタウイルスやHib、肺
炎球菌、それからB型肝炎について、
だいたい生後２カ月でワクチンデビュ
ー。そこから毎月、４種類ぐらいを接
種していって、とりあえず半年ぐらい
でちょっと一段落というスケジュール

は変ですが４回目の接種、そして１回
目の麻疹、風疹や水疱瘡、これを忘れ
ないようにしなければいけないという
ことですね。
多屋 そうなのです。４回目と、先
生がおっしゃるように、麻疹・風疹混
合ワクチン、そして水疱瘡を予防する
水痘ワクチン。水痘ワクチンは１〜２

多屋 ワクチンの種類は不活化ワク
チンと生ワクチンの大きく分けて２つ
あります。生ワクチンでも、注射の生
ワクチンと飲む生ワクチンと２種類あ
ります。
注射の生ワクチンの場合は世界のど
こも、ほとんどの国が別の種類の注射
の生ワクチンを受けるときに、27日以
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上間隔を空けて受けるのですが、海外
では不活化ワクチンの場合は特に制限
がないという状況でした。また、ロタ

多屋 そうです。注射です。
池脇 赤ちゃんのどこに複数回打て
るのか。打つ場所を広めにしていくの

が、周知されて徹底するといいですね。
多屋 おっしゃるとおりだと思いま
す。新型コロナウイルス感染症の流行

聞いています。何とかワクチンは遅ら
せないで、接種時期がきたら早く受け
ていただきたい、免疫を早くにつけて

ウイルスワクチンが定期接種に入った
のですが、飲む生ワクチンも、特にそ
れを飲んだからといって１カ月、27日

でしょうか。
多屋 上腕に接種されることが多い
と思うのですが、例えば左腕と右腕、

でワクチン接種のために受診するのを
控えていらっしゃった方もいたように

いただきたいと思っています。
池脇 ありがとうございました。

以上空けないといけないというのは、
海外ではなかった制度なのです。
日本も接種する種類が増えているこ
ともあって、同時接種をすればそうい
う問題はないのですが、接種間隔の制

もう一つは太ももの部分、左の大腿部、
右の大腿部、これで４種類同時接種さ
れることも多いですし、上腕に間隔を
空けて２種類ずつ接種されることもあ
ると思います。なので、接種する部位

限を撤廃してほしいという意見が随分
前からあって、それが2020年10月に変

は腕だけでなくて、大腿部、太ももに
接種されることが増えているように思

更されました。
池脇 まだけっこう最近のことなの
ですね。
多屋 そうです。ロタウイルスワク
チンが定期接種になると決まったとき

います。
池脇 多種のものを何回も打つとな
ると、保護者の方が主導するのではな
く、かかりつけの小児科医が中心にな
るのでしょうか。

に一緒に、注射の生ワクチン同士以外
の接種間隔は撤廃しましょうというこ
とになりました。ただ、気をつけなけ

多屋 生後２カ月からワクチンが始
まりますが、例えば妊婦健診のときに
小児科医が来て説明してくださったり、

ればいけないのは、同じ種類のワクチ
ンを複数回受ける場合は接種間隔が決
まっています。だいたい１カ月ぐらい
空けます。生後２カ月、３カ月、４カ

生後１カ月健診で説明してくださった
り、いろいろなところで保護者の方へ
説明していただく機会はあると思いま
す。生後２カ月から始まりますので、

月で受けるワクチンが多いですが、同
じ種類のワクチンを受けるときは間隔
を空けないと、免疫のつきがよくない
という注意点があります。
池脇 現場の状況を考えたときに一
つお聞きしたいのは、ロタウイルスワ
クチンは経口ですからいいのですが、
それ以外は全部注射ですよね。

それまでにここでこれからワクチンを
進めていこうというかかりつけの小児
科を決められて、その医師と相談して
スケジュールを立てていくのも、最初
はいいかもしれません。
池脇 新型コロナウイルスのワクチ
ンも大事ですが、将来の国の宝である
子どもたちのワクチンのスケジュール
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上間隔を空けて受けるのですが、海外
では不活化ワクチンの場合は特に制限
がないという状況でした。また、ロタ

多屋 そうです。注射です。
池脇 赤ちゃんのどこに複数回打て
るのか。打つ場所を広めにしていくの

が、周知されて徹底するといいですね。
多屋 おっしゃるとおりだと思いま
す。新型コロナウイルス感染症の流行

聞いています。何とかワクチンは遅ら
せないで、接種時期がきたら早く受け
ていただきたい、免疫を早くにつけて

ウイルスワクチンが定期接種に入った
のですが、飲む生ワクチンも、特にそ
れを飲んだからといって１カ月、27日

でしょうか。
多屋 上腕に接種されることが多い
と思うのですが、例えば左腕と右腕、

でワクチン接種のために受診するのを
控えていらっしゃった方もいたように

いただきたいと思っています。
池脇 ありがとうございました。

以上空けないといけないというのは、
海外ではなかった制度なのです。
日本も接種する種類が増えているこ
ともあって、同時接種をすればそうい
う問題はないのですが、接種間隔の制

もう一つは太ももの部分、左の大腿部、
右の大腿部、これで４種類同時接種さ
れることも多いですし、上腕に間隔を
空けて２種類ずつ接種されることもあ
ると思います。なので、接種する部位

限を撤廃してほしいという意見が随分
前からあって、それが2020年10月に変

は腕だけでなくて、大腿部、太ももに
接種されることが増えているように思

更されました。
池脇 まだけっこう最近のことなの
ですね。
多屋 そうです。ロタウイルスワク
チンが定期接種になると決まったとき

います。
池脇 多種のものを何回も打つとな
ると、保護者の方が主導するのではな
く、かかりつけの小児科医が中心にな
るのでしょうか。

に一緒に、注射の生ワクチン同士以外
の接種間隔は撤廃しましょうというこ
とになりました。ただ、気をつけなけ

多屋 生後２カ月からワクチンが始
まりますが、例えば妊婦健診のときに
小児科医が来て説明してくださったり、

ればいけないのは、同じ種類のワクチ
ンを複数回受ける場合は接種間隔が決
まっています。だいたい１カ月ぐらい
空けます。生後２カ月、３カ月、４カ

生後１カ月健診で説明してくださった
り、いろいろなところで保護者の方へ
説明していただく機会はあると思いま
す。生後２カ月から始まりますので、

月で受けるワクチンが多いですが、同
じ種類のワクチンを受けるときは間隔
を空けないと、免疫のつきがよくない
という注意点があります。
池脇 現場の状況を考えたときに一
つお聞きしたいのは、ロタウイルスワ
クチンは経口ですからいいのですが、
それ以外は全部注射ですよね。

それまでにここでこれからワクチンを
進めていこうというかかりつけの小児
科を決められて、その医師と相談して
スケジュールを立てていくのも、最初
はいいかもしれません。
池脇 新型コロナウイルスのワクチ
ンも大事ですが、将来の国の宝である
子どもたちのワクチンのスケジュール
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