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Ⅰ．はじめに

　感染の恐れがある疾病の発生及び蔓延を予防するた
めに，疾病予防に有効であることが確認されているワ
クチン（免疫原）を人体に接種する予防接種は，長い
年月をかけて地球上から痘瘡を根絶し，また日本から
急性灰白髄炎（小児麻痺：ポリオ）を一掃するなどの
大きな成果を上げてきた．
　日本では 1948（昭和 23）年に予防接種法が制定さ
れ，痘瘡，ジフテリア，腸チフス，パラチフス，百日

咳，結核，発疹チフス，コレラ，ペスト，猩紅熱，イ
ンフルエンザ，ワイル病の 12 疾病に対して個人の費
用負担無し，集団接種，罰則付きなどの義務規定を定
めた定期接種が始まった．この当時の日本では痘瘡患
者が年間 18,000 人，死亡者 3,000 人，ジフテリア患者
が 50,000 人，死亡者 4,000 人など，様々な伝染病が流
行していたが，人々の伝染病に対する知識や予防接種
に対する関心の低さの中で，強制的に予防接種を行う
ことで伝染病の罹患率は飛躍的に下がっていった 1）2）．
その後，数回におよぶ対象疾病の見直しが行われる中
で伝染病の流行が徐々に目立たなくなり，1976（昭和
51）年の改正では，種痘の廃止，腸チフス，パラチフ
ス，発疹チフス，ペストなどの削除，麻疹，風疹，日
本脳炎の定期接種化が行われ，費用負担，義務規定は
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残したが罰則規定が廃止された．また，この改正より
予防接種後の健康被害救済制度が導入された 3）．
　さらに，1994（平成 6）年の大幅改正より義務規定
が廃止され努力義務規定（勧奨接種）となり，接種方
法も集団接種から個別接種へと移行した．また健康被
害に係る救済制度の充実とともに，接種前の予診の徹
底や適切な情報提供などより有効かつ安全な予防接種
体制の整備がおこなわれた 4）5）．また，1999 年の「感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律」の施行により伝染病という文言は感染症に改め
られ，その後 2001（平成 13）年に対象疾病を一類疾
病（努力義務があり社会的防衛が期待される疾病）と
二類疾病（努力義務がなく個人的防衛が期待される疾
病）に分ける規定を行い，また，2006（平成 18）年
には結核予防法の廃止に伴い，結核の予防接種を予防
接種法に追加した．
　このような背景を受け，現在の日本の予防接種は予
防接種法に定められ公費による負担で標準的な接種年
齢が定められている定期接種と，予防接種法の対象疾
病以外で個人の意志に基づき実費により接種を行う任
意接種に分けられている．しかし，近年の日本では医
療技術の進歩や衛生水準の向上などにより，命を落と
したり後遺症を残すような重篤な感染症の発生が少な
くなり，人々の感染症への脅威は薄れ，大きな関心は
感染症そのものから予防接種により生じる副反応や健
康被害へと向けられることが多くなった．6）7）8）9）．そ
の結果，予防接種の接種率が副反応を報じるマスコミ
などの情報に大きく左右されるようになり，近年麻疹
や百日咳，結核の再流行など新たな形での感染症問題
が持ち上がっている．

Ⅱ．目　　的

　保育園や幼稚園，学校など大勢の子どもが集団生活
をおくる場所での子どもの健康管理として，子どもが
罹患する可能性が高い麻疹や風疹，インフルエンザな
どの感染症の集団発生を未然に防ぐことは重要な課題
であり予防接種が果たす役割は重要であるが，最近
の先進国では感染症で命を落とすことは少なくなり，
予防接種の効果よりも副反応への関心が高まってい
る 6）10）11）．集団内での感染症の罹患率を下げるため
にはその集団で高い接種率を維持することが必要であ
り，子どもの接種にあたっては保護者の理解が得られ
ていなければ接種率をあげることが難しいと考えられ

るが，予防接種に関する先行研究では予防接種の接種
歴や接種率，接種と発症の関係，各予防接種の抗体価
や副反応などに関する調査 12）-16）は多数なされている
が，保護者の予防接種に対する意識や不安，心配など
の実感を調査した研究はまだ少ない．
　そこで，本研究では幼稚園に通う園児を持つ保護者
を対象に，現在までの予防接種の接種状況および予防
接種に対する意識，認識，不安などについて調査を行
い，子どもが予防接種を受けることへの不安の軽減と
予防接種の接種率を上げるための検討を行った．
　

　Ⅲ．対象と方法

　2009（平成 21）年 12 月に日本女子体育大学倫理委員
会に調査内容の倫理審査申請し，承認（申請番号 2009-
10）を得た．
　調査対象者は東京都Ａ幼稚園に通う園児（３～６
歳）の保護者で，調査園の園長に研究主旨などを説
明し同意を得た上で，2010（平成 22）年 2 月に担任
教諭を通じて対象者へ無記名自記式調査用紙を配布
し，２週間の期間を設けて回収した．調査内容は「現
在までに受けている予防接種と接種場所」「予防接種
後に気になったこと」「予防接種をうけることができ
なかった経験の有無と理由 」「予防接種についての考
え・意見」などで，調査は匿名とし，調査票へ記載が
あったものを調査への同意が得られた者とした．収集
したデータは個人情報を秘守した統計的な処理を行
い，有意差は χ2 検定を用いて検討した．

Ⅳ．結　　果

１．属　性

　282 名に調査用紙を配布し，回収数は 161 名（回収
率 57.1％）であった．回答者は母親 160 名（99.4％），
その他 1 名（0.6％）で平均年齢は 38 ± 4 歳，回答
者のうち 46 名（28.6％）が常勤，非常勤を含めた有
職者であった．子どもの平均年齢は 5 歳 4 か月± 10
か月で，男児 75 名（46.6％），女児 86 名（53.4％），
出生順位は第１子が 78 名（48.4％），第２子が 65
名（40.4％），第３子が 6 名（3.7％），第４子が 2 名

（1.2％），不明が 10 名（6.2％）であった．
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２．現在までに受けている予防接種と接種場所

　現在までに受けている予防接種は，定期接種で
は三種混合（ジフテリア，百日咳，破傷風）154
名（95.7 ％），BCG152 名（94.4 ％）， ポ リ オ 159 名

（98.8％），麻疹・風疹混合 102 名（63.4％），麻疹単
独 90 名（55.9％），風疹単独 83 名（51.6％），日本脳
炎 15 名（9.3％）で，任意接種では Hib（インフルエ
ンザ菌 b 型）10 名（6.2％），肺炎球菌 1 名（0.6％），
季 節 性 イ ン フ ル エ ン ザ 136 名（84.5 ％）， 水 痘 80
名（49.7％），流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）77
名（47.8％），Ｂ型肝炎 7 名（4.3％），Ａ型肝炎 1 名

（0.6％）であった．
　接種場所は三種混合，麻疹・風疹混合，日本脳炎，
Hib（インフルエンザ菌 b 型），季節性インフルエン
ザ，水痘，流行性耳下腺炎，Ｂ型肝炎は約 90％がか
かりつけ医で接種していたが，BCG，ポリオ，肺炎
球菌は保健所または保健センターで接種している者が
多かった（表１）．また，回答者の職業の有無別に予
防接種の接種状況を検討したが，いずれの予防接種に
おいても両者に有意な差はみられなかった（表２）． 
　季節性インフルエンザに関しては，毎年２回接種し
ている者が 111 名（68.9％），毎年１回接種している
者が 23 名（14.3％）と両方合わせて８割以上が毎年

表１　現在までに受けている予防接種と接種場所  

人数（％）
接種場所

かかりつけ医 保健所または
保健センター その他

定
期
一
類
疾
病
予
防
接
種

三種混合 154（95.7） 144  （93.5） 5    （3.2） 5   （3.2）
BCG 152（94.4） 16  （10.5） 135  （88.8） 1   （0.7）
ポリオ 159（98.8） 9   （5.7） 126  （79.2） 24  （15.1）
麻疹・風疹 混合 102（63.4） 95  （93.1） 2   （2.0） 5   （4.9）
 麻疹単独 90（55.9） 86  （95.6） 0   （0.0） 4   （4.4）
 風疹単独 83（51.6） 78  （94.0） 1   （1.2） 4   （4.8）
日本脳炎 15  （9.3） 14  （93.3） 0   （0.0） 1   （6.7）

任
意
接
種

Hib（インフルエンザ菌b型） 10  （6.2） 10（100.0） 0   （0.0） 0   （0.0）
肺炎球菌 1  （0.6） 0   （0.0） 1（100.0） 0   （0.0）
季節性インフルエンザ　 136（84.5） 132  （97.1） 0   （0.0） 4   （2.9）
水痘 80（49.7） 75  （93.8） 0   （0.0） 5   （6.3）
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 77（47.8） 73  （94.8） 0   （0.0） 4   （5.2）
Ｂ型肝炎 7  （4.3） 6  （85.7） 0   （0.0） 1  （14.3）
Ａ型肝炎 1  （0.6） 0   （0.0） 0   （0.0） 1（100.0）

表２　回答者の職業の有無別にみた予防接種の接種状況  

有職者
　人数（％）

無職者
　人数（％） 合　計

定
期
一
類
疾
病
予
防
接
種

三種混合 44  （28.6） 110  （71.4） 154（100.0）
BCG 44  （28.9） 108  （71.1） 152（100.0）
ポリオ 45  （28.3） 114  （71.7） 159（100.0）
麻疹・風疹 混合 27  （26.5） 75  （73.5） 102（100.0）
 麻疹単独 26  （28.9） 64  （71.1） 90（100.0）
 風疹単独 25  （30.1） 58  （69.9） 83（100.0）
日本脳炎 2  （13.3） 13  （86.7） 15（100.0）

任
意
接
種

Hib（インフルエンザ菌b型） 4  （40.0） 6  （60.0） 10（100.0）
肺炎球菌 1 （100.0） 0   （0.0） 1（100.0）
季節性インフルエンザ　 37  （27.2） 99  （72.8） 136（100.0）
水痘 21  （26.3） 59  （73,8） 80（100.0）
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 18  （23.4） 59  （76.6） 77（100.0）
Ｂ型肝炎 2  （28.6） 5  （71.4） 7（100.0）
Ａ型肝炎 0   （0.0） 1 （100.0） 1（100.0）

合　　　計 45  （28.6） 115  （71.4） 161（100.0）



接種済み
77名（47.8％）

未接種
84名（52.2％）

予防接種を受ける前に
感染してしまったため
59名（70.2％）

予防接種の安全性や副反応
に不安があったため
25名（29.8％）

無回答
2名（1.2％）一度も接種したことがない

11名（6.8％）

ほとんど接種していない
14名（8.7％）

毎年1回
接種している
23名（14.3％）

毎年2回接種している
111名（68.9％）

図１　季節性インフルエンザ予防接種の接種状況

図２　新型インフルエンザ予防接種の接種状況

−4−

の接種を行っている反面，ほとんど接種していない
が 14 名（8.7％），一度も接種したことがないが 11 名

（6.8％）いた（図１）．また，調査時に流行していた
新型インフルエンザの予防接種は 77 名（47.8％）が
接種しており，接種時期は 2009（平成 21）年 11 月が
21 名（27.3％），12 月が 44 名（57.1％），2010 年（平
成 22）年 1 月が 9 名（11.7％）であった．新型イン
フルエンザの予防接種を未接種だった 84 名（52.2％）
の理由は「予防接種を受ける前に感染してしまった
ため」が 59 名（70.2％），「予防接種の安全性や副反
応に不安があったため」が 25 名（29.8％）であった

（図２）．

３．予防接種で気になったこと

　今まで受けた予防接種後に熱が出たり腫れたなどの
何か気になることがあったかを聞いたところ，31 名

（19.3％）が気になることがあったと回答した．予防接
種の種類では季節性インフルエンザ 14 名（45.2％），
新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 3 名（9.7 ％）， 三 種 混 合 3 名

（9.7％），BCG 2 名（6.5％），ポリオ 2 名（6.5％），麻
疹単独 2 名（6.5％），麻疹・風疹混合 1 名（3.2％）な
どで，気になった症状は腫れた 18 名（58.1％），発熱
8 名（25.8％），じんましん 3 名（9.7％），下痢，かゆ
み各 2 名（6.5％）などであった（表３）．また，今ま
で受けた予防接種で気になったことの有無別に季節性
インフルエンザの予防接種状況をみると，気になった
こと有の群が気になったこと無の群よりも季節性イン
フルエンザ予防接種を年に１回または２回接種してい
たが，両群に有意差は見られなかった（表４）．
　新型インフルエンザについても同様に今まで受けた
予防接種で気になったことの有無別に接種状況をみる
と，気になったこと有の群が気になったこと無の群よ
りも多くすでに接種済みとなっていたが，両群に有意
差は見られなかった（表５）．
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名（6.7％），風疹単独 1 名（6.7％），Hib（インフルエ
ンザ菌 b 型）1 名（6.7％），水痘 1 名（6.7％），流行
性耳下腺炎（おたふくかぜ）1 名（6.7％）であった．
接種できなかった理由は体調不良が 6 名（40.0％），
接種前に感染してしまったが 2 名（13.3％），副反
応が心配，安全性が確認できていない，気がついた
時には接種対象年齢が過ぎてしまっていたが各 1 名

（6.7％）などであった（表６）．

表３　予防接種で気になったこと

人数（％） 気になった症状
あった

季節性インフルエンザ
新型インフルエンザ

三種混合
BCG

ポリオ
麻疹単独

麻疹・風疹混合

31（19.3）
14（45.2）
3  （9.7）
3  （9.7）
2  （6.5）
2  （6.5）
2  （6.5）
1  （3.2）

発熱・腫れ・かゆみ・じんましん
腫れ・下痢・関節痛・じんましん
発熱・腫れ
発熱・かぶれ
発熱・下痢
発熱・じんましん
発熱

なかった 129（80.1）

表４　予防接種で気になったことの有無別にみた季節性インフルエンザの予防接種状況

気になったこと
有

人数（％）

気になったこと
無

人数（％）

合　　計
人数（％）

毎年２回接種している
毎年１回接種している
ほどんど接種していない
一度も接種していない
無回答

24  （77.4）
7  （22.6）
0   （0.0）
0   （0.0）
0   （0.0）

87  （67.4）
15  （11.6）
14  （10.9）
11   （8.5）
2   （1.6）

111（100.0）
22（100.0）
14（100.0）
11（100.0）
2 （100.0）

合　　計 31（100.0） 129（100.0） 160（100.0）

表５　予防接種で気になったことの有無別にみた新型インフルエンザの予防接種状況

気になったこと有
人数（％）

気になったこと無
人数（％）

合計
人数（％）

希望したが接種できなかった
接種を希望していない
すでに接種済み

4  （12.9）
8  （25.8）

19  （61.3）

11   （8.5）
60  （46.5）
58  （45.0）

15（100.0）
68（100.0）
77（100.0）

合　　計 31（100.0） 129（100.0） 160（100.0）

表６　予防接種をうけることができなかった経験の有無と理由

人数（％） 接種できなかった理由
経験　有り

季節性インフルエンザ
新型インフルエンザ

ポリオ
日本脳炎
三種混合
風疹単独

Hib（インフルエンザ菌b型）
水痘

おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）

15（9.3）
2（13.3）
2（13.3）
2（13.3）
2（13.3）
1  （6.7）
1  （6.7）
1  （6.7）
1  （6.7）
1  （6.7）

体調不良
接種前に感染した・在庫不足
体調不良
副反応が心配・安全性が確認できていない
体調不良
体調不良
接種対象時期を過ぎてしまった
接種前に感染した
接種前に感染した

経験　なし 143（88.8％）

４．予防接種をうけることができなかった 
経験の有無と理由

　今までに予防接種を受けることができなかった
経験のある者は 15 名（9.3％）で，受けることがで
きなかった予防接種は季節性インフルエンザ 2 名

（13.3％），新型インフルエンザ 2 名（13.3％），ポリオ
2 名（13.3％），日本脳炎 2 名（13.3％），三種混合 1
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５．予防接種に対する認識・意見

　予防接種に対する認識や意見は「集団生活のため
には必要である」が 121 名（75.2％），「すべての接種
を公費負担にして欲しい」が 99 名（61.5％），「副反
応が心配」が 82 名（50.9％），「接種時期に連絡が欲
しい」が 59 名（36.6％），「予防接種の情報が欲しい」
が 44 名（27.3％），「予防接種の効果を知りたい」が
32 名（19.9％）など上位にあげられ，また，集団接種
と個別接種については集団接種が良いという意見が
32 名（19.9％），個別接種が良いという意見が 26 名

（16.1％）あった（表７）．

表７　予防接種に対する認識・意見

人数（％）
集団生活のためには必要　　  121（75.2）
すべての接種を公費負担にして欲しい    99（61.5）
副反応が心配　  82（50.9）
接種時期に連絡が欲しい 59（36.6）
予防接種の情報が欲しい   　 44（27.3）
予防接種の効果を知りたい　 32（19.9）
集団接種が良い 32（19.9）
感染症の情報が欲しい　　 31（19.3）
個別接種が良い　 26（16.1）
接種に連れて行く時間がない 10  （6.2）
その他 6  （3.7）

　自由回答欄には定期接種は費用が公費負担となって
いるが標準的な接種年齢が定められているため，「接
種機会を逃した際の日程調整が困難」「病院での個別
接種に不安」「日本脳炎の安全性が知りたい」などが
多くあげられ，任意接種に対しては「すべて公費にし
てほしい」「費用が高い」「知らない予防接種がある」
などの意見が記載されていた．

Ⅴ．考　　察

　本調査の結果，定期一類疾病予防接種では三種混
合，BCG，ポリオは対象者の９割以上が標準的な接種
年齢時に接種しており南里などによる研究 7）12）13）15）18）

と同様の傾向がみられたが，麻疹・風疹の接種率は安
井などによる先行研究 14）16）17）と比較して顕著に低い
傾向がみられた．麻疹・風疹ワクチンは過去に新三種
混合（ＭＭＲワクチン）として使用していた時期に多
発した副反応による訴訟などの影響を未だに受けてい
る可能性も考えられるが，本調査では過去に起きた副

反応の訴訟などの情報の有無を問う質問項目は設けな
かったため，これらの関係性については今後の課題
にしたい．また，日本脳炎は宮崎による研究 18）と同
様に低い接種率となったが，これは 2005 年 5 月から
2009 年 6 月まで日本脳炎ワクチンの積極的勧奨が差
し控えられていたことが原因と考えられる．
　接種場所としては渡辺による研究 19）に比べかかり
つけ医で接種したものが増加しているが，公費負担の
予防接種は必ずしもかかりつけ医の病院で接種できる
とは限らないことや，昨今の小児科医不足の影響を考
えると今後はかかりつけ医での接種が困難になる可能
性も考えられる．
　インフルエンザに関しては，季節性インフルエンザ
の予防接種は 80％を越えるものが毎年１回ないし２
回の接種をしていることがわかった．厚生労働省研究
班は６歳未満児に対するインフルエンザ予防接種の効
果は 20 ～ 30％で 20），また海外の研究でも幼児での効果
はおおむね 50％以上との評価が出されている 21）22）が，
この結果を元にして日本小児科学会では接種に際して
は効果が低いことを説明した上で接種するようにとの
見解を出している．また，調査当時に大流行していた
新型インフルエンザの予防接種は混乱を極めており，
新しい予防接種への不安とともに，接種を開始したが
在庫が足りなかったなど実際に接種できるようになる
までに時間がかかりすぎたことにより，予防接種を接
種する前に感染してしまったものが多数みられた．
　今まで受けた予防接種後に何か気になることがあっ
たものは約 20％で，いずれも腫れや発熱などである
ため軽度の副反応と思われるが，予防接種を受けるこ
とによりこれらの副反応が起こる可能性について事前
十分な説明がなされていないと過度な心配につながる
恐れがある．従って厚生労働省から出されている「予
防接種ガイドライン 23）」で推奨されている事項を守
り，接種後 30 分程度は接種会場にて様子をみること
や帰宅後の観察などについての指示を明確に行うこと
が，これらの軽度な副反応へ不安を軽減するために重
要だと思われる．
　今までに予防接種を受けることができなかった経験
のあるものの理由に体調不良があげられているが予防
接種は万全の体調で接種することが大原則であるた
め，持病があったり少しでも体調に不安がある時は医
師と相談の上で行うことが必須である．予防接種のス
ケジュールと保護者が予防接種のために休暇を取得す
ることが難しいなどの要因が重なり，タイミングを逃
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したくないがために体調不良を押して接種してしまっ
たことが重篤な健康被害につながっている例もあるた
め，接種前の体調に関する告知義務を徹底することが
大切である．
　近年の日本ではヒトパピローマウイルス，ロタウイ
ルスなどの新しい予防接種が認可されているが，日本
は世界の中で「予防接種後進国」と呼ばれており，そ
の理由として日本では新たに予防接種を認可，発売す
るまでにかかる長時間かかることや，予防接種の過密
スケジュール，公的な費用負担の少なさなどがあげら
れている 2）22）24）．確固たる根拠と有効性のある予防
接種を認可するにはそれなりの時間が必要ではある
が，海外ですでに高い実績をあげている予防接種で
あっても日本で認可されるまでに長い時間がかかり，
今回の新型インフルエンザの様に認可や輸入を待って
いる間に罹患し蔓延してしまうこともある．今後は需
要と供給にあわせた適切な認可手順が望まれる．
　また，予防接種のスケジュールは接種項目が追加さ
れる毎に過密さを極め，体調不良などでどれかを受け
られないとその後の接種に響いていくなどの問題があ
げられている．現在，日本では諸外国のような複数同
時接種を通常行っていないが，海外では 6 種混合とし
て一回で多種類の予防接種が受けられ，接種回数を極
力少なくしている国が多数ある 24）25）．保護者の負担
を考えると日本でもその有効性や危険性を含めて今
後，検討する余地があるであろう．
　費用負担に関しては，現在，予防接種は国からの機
関委任事務として行われ，その予算は地方交付税によ
り賄われているが，任意接種の公的負担状況には地方
自治体間に大きな差異が見られる．本調査の対象者の
75％以上が「予防接種は集団生活を送る上で必要であ
る」との認識を持っているが，それと同時に多くの保
護者が「すべての接種を公費負担にしてほしい」と考
えているため，任意接種の公費負担が今後の接種率向
上の大きな課題点となるであろう．
　子どもへの予防接種の接種を決めるのは保護者であ
る．従って，保護者が高い意識を持って予防接種に取
り組まなければその接種率をあげることが難しいと思
われるが，現在の学校教育の中で予防接種に関する知
識を教える授業を行っている学校は少ない 26）27）．感
染症の蔓延を防ぐためには集団の中である一定水準で
予防接種の接種率を維持することが必要不可欠である
ため，今後は予防接種の地域性や教育効果などについ
ての検討も行い，予防接種を接種することによるメ

リットとデメリットを保護者が認識した上で接種する
ことを選択するという積極的な働きかけをどのように
行うべきか検討していく必要があると考えられた．
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