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6直垂21年 9月 18日･夢画 才カ ルエンザワケテンた由テ福 衰 換金配甲 瑚

新型インフルエンザワクチンの接種回数について

1 現状

○現在､新型インフルエンザワクチンの接種回数は2回を前提としてワクチ

ン確保を進めている｡

○最近､海外の臨床試験において､健康成人に■っいては1回でも十分な効果

が得られるとの結果が順次報告されているところ｡(別添1､2参照)

○ このため､今後､必要なデータが得られれば､接種回数を変更 (2回- 1

回)する可能性が生じている｡

2 今後の対応方針 (案).

(~1)国産ワクチン ー

Q 接種回数について､当面､2回接種の方鉄に基づき-;一接種体制の整･

債を進める｡あわせて､海外の状況等につい七の情報収集を進める｡

0 成人については､9月17日より国立病院機構において､健康成人 .

200人を対象とした臨床試験が開始されており､10月中旬亡1回接種

後の有効性 丁安全性に係る中間結果が判明する_予定｡

0 4間碍栗が得られ次第､海外で実施される類似ワクチンの試験結果､

各国ワクチン接種方針等の海外情報も併せて､国産ワクチン1回接種

の有効性について専門家による評価を行う｡

(2)輸入ワクチン

○ 輸入予定ワクチンの接種回数については､次の状況を踏まえ､当面､

2回接種を前提に､接種体制の整備を進めるこ
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..輸入予定ワクチンの各種の臨床試験が匡岬外で進められていやが､

一部の中間報告 (速報)が出ているものの･最終的な結果やその詳

細なデータl事得られていないこと｡

･ 国内における臨床試験の第 1回の接種時0)一結果が得られるのは･

早くても12月頃と見込まれること〇

･ 輸入予定ワクチンについては､欧米で･未だ承認されておらず､

接種回数について明確に示されていないこと｡

○ 輸入予定ワクチンについては･国内外で･各種の臨床試験が実施され

ているところであり､その接種回数については･海外における当該ワク

チンや類似ワクチンの臨床試験の結果･承認内容等の情報について･適

宜､専門家による評価を行い･最終的には･特例承認時に･それまでに

濁 られた国内外の臨床試験のデータ等も踏まえて一検討を行うこ



畠脚 辱昏周乱撃岡陪錐面が承監』挺噺塾軍30割抄壷おザ習牽帝30臆部 も電
別添1

抗原量 明記なし ~明記なし 明記なし 明記なし･ 15ug

苧葉 栗 宗 芋書 芸 洋 室 ∴ ‡三 二 二 =:I_.I_---I:重工 繋ぎ

投与経路 筋肉注射 筋肉注射 筋肉注射 経鼻粘膜 皮下注射

濃 霧闇 .U.･r=1.I.･9.-.I,,潤 .I.m.L,q-_ ■ L■L--■■■ ._....I.L.. II-.. 摘 ~ ･義憤 _一･･

用量･用法
(小児)

04-9才:

0.5nll2回
010-17才:

0.5m11回

記載なし 06ケ月-35ケ月: 02｣9才 :

0･25m12回 0.2叫 2回
036ケ月-9才:

0.5m12回

010才以上:
0.5m卜1回

012ケ月-6才:
0.2mト2回

06才-13才:
0.3m12回･

013才こ20才:
0.5m11回or2回

製巌 整郭 製

出典:http://www.fda.gov/BioLogicsBtoodVaccineS/VaccipeS/ApprovedProducts/ucm181950.htm



L_～主な臨床言式験結果の概要(9月1白日現在)

仁二二二コ
実施主体 国主導(米国)
培養方法 鶏卵培養
抗原量 15鵬/30pg

アジュバントの
有無 無
投与経路 筋肉注射

く健康成人 18･64才)
96%が有効な免疫応答

く高齢者:65才以上)
56%が有効な免疫応答

臨 床 試 醸

結 果 概 要

企業主導
鶏卵培養
15LIg/S～GI
無

筋肉注射
(健康成人 18.64才)
15川;:
120人中116人(96.7%)
96.7%有効な免疫応答

30川;:
120̂ *112̂ (93.3%)
が有効な免疫応答

国主導(米国)
鶏卵培養
'15pg/30LLg
無
I

筋肉注輔
く健康成人 18_64才)
80%が有効な免疫応答

(高齢者:65才以上)
60%が有効な免疫応答

(出鼻:米国斥儀檀牡省HP) (出A:Hl)･ (出A=細 甲 舶畔HP)

国主導
鶏卵培養
15LLg/30pg
無

皮下注射/筋肉注射
l

O､国立病院機構において､9月
17日より路床試験開始｡lo月句
旬に､有効性･安全性の中間報
告をする予定｡

○健康成人(20才-)200例

企業主導

鶏卵培養

5.2叫g/211鳩

一有/蘇

筋肉注射

(健康成人 18_60才)

企業主 導

細胞 培 養

7 .5 tlg -

有

筋 肉 注 射

(健康成 人 18-50 才 )

130例実施､アジュバント有100例中1回 接 種 で 80% ､ 2

と無の2群で実施(割合不 回接種で90%以上に有 効

明)

アジュバント有･.
I98%以上に有効な免疫応答

アジュバント無:
-95%以上の有効な免疫応
答

(出典.IGST(プレスリリ-ス)

※事N_叩 Engla_pqJ9urna卜of_Medicine:ResponseafterOneDose0faMonoval即tlnfl坤nZ声A(HINl)2009V8■ccipe一一PreliminaryReport
栄ZNewEnglandJournalofMedicine:TrialofInfluenzaA(HINl)2009Moruva19"ntMF59-AdjuvantedVaGGine-PreHminaryReport

な免疫応答

(出典:ノバルテイスプレスリリー

ス)
(出典:弼2)



21年9月18日一新型インフル土ンザワクチ
I

新型インフルエンザワクチン接種時における

季節性インフルエンザワクチン等の同時接種の扱いについて(莱)

1･ 甲状

季歯性インフルエンザワクチンについては､｢インフルエンザ予防接種ガイドライン｣

(発行 財団法人予防接種リサーチセンター)の ｢他の予防提琴を受けている場合の

接種間隔｣において､生ワクチンについては､4週間以上､不活化ワクチン又はトキソ･

イドについては､1週間以上間隔をあけることを推奨する一方､十分検討･した上で医節

些重要と認めた場合は､同席に接種を行うことができる_とされており､必ずしも同時

接種が禁止されているわけではない｡

2. 海外ゐ状況

○現時点で､新型インフルエンザワクチンと他のワクチンと同時接種した場合の安全

性に関するデータは得られていない｡

○米国における季節性インフル土ンザワクチi'の盛付文書では､●他のワクチンとの同

時接種に関■して

･坦_のワクチンの同時擾硬を評価したデ｣タはないこと

･坦-a)ワクチンと同時接種す尋場合には･･.別の部型 こ投与する_羊と･他のワクチンt:

R-のシリ●ンジやバイアルで混合しないこと
~~が注意喚起されている｡

(参考) 季節性インフルエゝザワクチンと肺炎球菌ワクチンの同時接種

我が国で使用されている肺炎球菌ワク_テン (23価)に関し､米国では､AClPにおいて､インフル

エシザワクチンと同時接種 (異なる腕にそれぞれ接種)された場合に､副反応の増加や卑癌反応の

低下は認められないとの見解が示されており1､医師が必要と認めた場合､同時接種を行うことが

できる｡

1 CentersforDiseaseControLandPrgyention.Preven紬nofPrwurnococcaIDbeasiRecommendation岳oftheAqybory

CommitteeonlrTmunizationPractices(ACIP).MM州R1997:46(No･RR-8):1-25.AvailabkfrorTT:

hqp:〟www.cdc･govlmmwl仲DF/rrhT4608やdf

3. 方針

○既存の製法による国内ワクチンと季節性ワクチンの同時接噂については､医師が必

要と認めた場合には実施可能であること等について接種要領､Q&A等により情報提

供を行う｡

.0アジュバント入りの輸入ワクチンと季節性ワクチンの同時接種については､海外等

の情報を踏まえ+=別途の検討が必要セあり､当面の間差し控えることが望ましいと考

阜られる｡このため､輸入ワクチンの承認､接種開始時に予防接種実施要領の追加 ･

改訂を行い､その旨の情報提供を行うこととする｡

○国内外にかかわらず､新型インフルエンザワクチンの副反応に関する情報の入手時

に同時接種についても併せて情報収集し､評価することとする｡



平成 21年 9月18日 新型インフルエンザワクチ

保存剤 (チメロサール等)が添加されている

新型インフルエンザワクチンの使用について

1.チメロサールについて

○ チメロサールは■ェテル水銀に由来する防腐剤であり､複数回接種用のバイアル

等の開封後q)細菌汚染防止のために古 くから用いもれてきた物質である｡

･0 1990年代に､自閉症等の発達障害との因果●関係が指摘されたか*1)､最近の疫

学研究では､発達障害との阻連性は示されていない*2)｡また､薬物動態学的;
にもエチル水鏡の代謝 ･排池は早いこと等招)からも､接種によるベネフィッ

トがチメロサールのリスクを上回るとの評価が主流であり､日本及び欧米の規

･制当局もその考え方を支持している｡

出典 : *1)LanceH998;351(9103):637J41

*2日 nstM eDfMedicine2004;lmmullitauonSa叫 Revlew:Vacck7eSamdAuぬm

*3)EnvironH由Kh･Perspect2005:113:1015-21

0 ただ し､ワクチン全般において予防的な対応が大切であるという視点にたち､
各国ともワクチンからのチメロサール除去一･減量の努力を行っている｡

2..米国の状況 (9/16時点の情報であり､今後も変化 しうる)

.0妊娠中の暴露に心配の声があるため､妊婦と小児用として単回接種用シリーン

ジにチメロサール非含有の季節性及び2009~HINlインフルエンザワクチンを

充填した製剤をメーカーが準備 している｡ 一･:{･1--

0 妊婦に対 しては､チメロサール含有又は非含有のいずれの製剤七もワクチン

接種をしてよいと勧告｡

出典 ‥J1)htt:/ cdc ov/Hl lnulv ctl I-n/ nant ah

O 小児に対 しては､チメロサール含有製剤についても使用を制限 してい･ない｡

(米国HINlワクチンの乗認製剤の添付文書)

3∫･国内製品に含有される保存剤の種類 ー(有無)と義度

会社名 チ メロサール含有の有無 他 の保存 剤含有の有無 喪剤別の添加剤含有量と種琴

化血研 無 2-7エ/キシエタ/- lhLll◆イ7ル製剤(4.5mg/PL2-PE)
ル(2-PE) lnL;(イ7ル製剤(4.5mg/mL2-PE)

北里 育 無 ' 1伽lLハ●イアル製剤(0.005mg/ml､チメロサール)M-ハ◆イ7ル製利く0.00hg/mL チメ叩-ル)

無 ◆ 無 0.5mLシlJ>.>'製剤(保存剤なし)

阪 大 倣 育 - ●無 1伽tLハ◆イアA,製剤(0.008mg/mI､チメ岬-ル)

研 1mLハ●イ7ル製剤(0.00ang′mL チメロサール)
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注)2-PEの妊娠動物等での催奇形性試験の結果には問題がないが､妊婦で
の使用実績は確認されていない｡ ノ

注2)北里研究所の0.5mLシリンジ製剤の供給は11月中旬以降から開始され､年

内に約70-100万本程度が供給可能 (出荷時期については､前倒しを調整中)

4.今後の対応方針 (莱)

○ チメロサールの使用と自閉症等の発達障害との関連は示されておらず､小

児にういては､季節性インフルエンザワクチンの予防接種において､チメロ

サール等の保存剤が使用されていること､今回の国内製造ワクチンの保存剤

の種類･濃度は従来の季節性インフルエンザワクチンと同じであることを踏

まえ､上記のような対応は行わないが､情報提供は行うこととする0

○しかしながら-､妊婦については､保存剤を便用しない製剤 (北里研究所の

0･5mLシリンジ製剤)を選択できるよう.,-.供給体制を整備するとともに情報
提供を行う｡

○ 国民に対し､チメE3サール及び2-フェノキシエタノールについての情報
報提供を行う｡
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( 参 考 1) 米国の製品に含有される新型インフルエンザワクチンの保存剤の

種類 (有無)と濃度

会社名 チメロサール含有の有無 他の保存剤含_.有の有無 製剤別の_添加剤含有量と穐頬

CSLLimited. 有 無 5mL.̂'イ7ル褒剤(0..10hg/ml∴チメロサ=A)._無 無 0,5止シリンシ◆製剤(保存剤なし)

Novaftis 声■ 無 6.5mLシ_リンシ●製剤(0.004mg/ml､即ロサ二ル)5mL八■イ74製剤(9.10hg/ml､チメ叶 ル)

Sanofi-■一Pasteur- 有 --由′一一ヽ 5mLハ◆イ7ル製郡(0.long/ml､チメ岬-A)

※製品は米国で9月15日に承認され､10月中旬までに出荷開始の亭定｡

.ァジュバシトはいずれのワクチンも含有しない.

( 参 ･考 2) 海外の製品に含有される季節性インフルエンザワクチンの保存剤

嘩 類 (有無)と濃度rlr-

_I,串,';-I二■ニ■含有の有無 ･含有の有無 類

CSL ヤLimited ''ー有-̀l' 無 -米､豪 ■ 5mLハ◆イアル製剤(0.106mg/mI､チメロサール)

蘇 無 0:5mLシリンジ'製剤(保存剤なし)

･Novartis 育 無 米､欧州 0.5mLシリンシ●製剤(0.004mg/mI､チメロサール)5mし八一イ7B製剤(0.10伽lg/ml､チメロサール)

SanofiPasteur .育 無 串､■欧州 5mLハ◆イ7ル製剤(0.10hg/mltチメロサール)-

無 _無■ 0.25mLシリン.'J'製剤(保存剤なし)0.5mしシリンシ◆製剤(保存剤なし)0,5nLlt◆イ7ル製剤(保存剤な_し)

※アジュバントはいずれのワクチンも含有しない｡
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注意事項

新型インフルエンザワクチノンQ&Å

平成 21年 10月2日時点

1)-痔に断りがない限り､当面使用される国産インフルエンザワク≠ンを前提としたQ&Aです.

2)海外ワクチンについては ｢_7.海外産ワクチンについて｣を参照してください.

.1.新型インフルエシザワクチンの一般的情報

(問1)今回の新型インフルエンザワクチン接種の目的は何ですか?

(間2)新型インフル土ンザワクチンの接種は何回受ければよいのでしょうか?

(問3).新型インフルエンザワクチンの接種を受けることが適当でない人や接種時に

注意が必要な人はありますか?‥

(間4)･.ノ新型イ･ンフルエンザに感染した人でも､新型インフルエンザウクチンの接種

が必要ですか?`

2.季節性インフルエンザワクチンとの関係

(間1)季節性インフルエンザワクチンは新型インフルエンザにも効果があります

か? ･

く間 2)季節性インフルエンザワクチンと新型インフルエンザワクチンは同時に接種

できますか?

3. 新型インフルエンザワクチンの有効性 .安全性

(間1)インフルエンザワクチンでどのような効果が期待できますか?

(間2)新型インフルエンザワクチンの接種によって引き起こされる症状 (副反応)に

はどのようなものがありますか?

(間 3)インフルエンザワクチンで著しい健康被害が発生した場合は､どのよ.うな対応

がなされるのですか?

(問4)ワクチンの効果はどのくらい持続しますか?

1

一㌢､.I

Yヽ_I
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4.妊婦について

(間1) 妊婦に対してもワクチシを接種することができるのセすか?催奇形性はない

のですか?

(間 2)授乳中にインフルエンザワクチンを接種しても問題はありませんか?

(間3) インフルエンザワクチンにチメロサールという添加剤が含まれているとのこ

′ とですが安全ですか?チメロサールが入っていないものはないのですか?

5.ワクチン優先接種対象者に?

(間 1)新型インフルエンザワクチンの優先接種対象となるのはどのような人でしょ

うか?､

く間 2) 優先接種対象ではない人は接種できないのですか?優先接種対象者は新型イ

ンフルエンザワクチンを接種しなくてはいけないのですか?

ワクチン接種事業について (流通､購入､値段､接種場所等)

(間 1) 今回の野型インフルエンザワクチンは日本国舵 どれ･(･らい確保できている

のですか?

(間 2)新型インフルエンザワクチンはいつ､どこで接種できますか?

(聞 3)一今回の新型インフルエンザワクチンはどれくらいの費用で接種できるのです

か?

(間4) 住民票と･異なるところに長期滞在している場合に､現在地でのワクチン接種

ができますか?

(間5)重篤な副反応が生じた場乱 医師が責任をとるのですか?

(間 6)受託医療機関ではない医療機関の入院患者は接種できないのですか?

7.海外産ワクチンについて

(間1)海外産と国内産は何が異なるのですか?

(問2) 海外産ワクチンはどのような手続きを経て輸入ができるようになるのです

か?また､海外産ワクチンの安全性はどのように確認されますか?

2



1.新型インフルエンザワクチンの一般的情報

(閤 1)今回の新型インフルエンザワクチン接種の目的_挿何ですか?

今回の新型インフルエンザウイルスは､感染力は強いのですが､多くの感染者は

かかっても軽症のまま回復しそいます｡また､一タミフル等の治療薬も有効です｡

ただしこ国民g)大多数に免疫がなく･､感染が拡大する可能性があることや､糖尿

病やぜん息などの基礎疾患がある方や妊婦の方などが重症化する可能性があること

が懸念されています｡

今回の新型インフルエンザワクチンゐ接種は､死亡者や重症者の発生をできる限

り減らすことと､こうした患者が集中発生して医療機関が混乱することを防ぐこと

を目的と.しています｡

(問 2)新型インフルエンザワクチンの接種は何回受ければよいのでしょうか?
---TI--====71.Il 二_+_.1-= .-･_.-.･.;-

2009年g月時点では2回です｡ .ー<･_.{_

ただし､現在､国内外で行われている鴎床試験の療臭次第では､専門家の評価を

踏まえて､対象者の一部に対しては1回接種でも良し,'ことになる場合も考えられま

す｡

(問3) 新型インフルエンザウクチンの接種を受けることが適当でない人や接種時に

注意が必要な人はありますか? ､

【予防接種を受けることが不適当と考えられる方】

新型インフルエンザウクチンの予防接種が不適当と考えられる方は､基本的に季

節性インフルエンザワクチンと同様に以下のように考えられます｡

(1)明らかな発熱を呈している方

(2)重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方

(3)接種を行う新型インフルエンザワクチンの成分によってアナフィラキシーを

呈したことがあることが明らかな方

3
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(4)上記に掲げる方のほか､予防接種を行うことが不適当な状態にある方

【接種要注意者 (接種の判断を行うに際し･注意を要する方))

次のいずれかに該当すると認められる場合は､医師が健康状態及び体質を勘

.案し､診察及び接種適否の判断を慎重に行うなど･注意 して接種します｡

(1)心臓血管系疾患､腎臓疾患､肝臓疾患･血液疾患･発育障害等の基礎疾患を

有する方

(2)以前の予防接種で接種後 2日以内に琴熟のみられた方及び全身性発疹等のア

レルギーを疑う症状を呈したことがある方

'(3)過去にげし̀､れん切既往のある方

(4)過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方

がいる方

(5)気管支嘘息のある方 -

(6)本剤の成分又は鶏卵､鶏肉●､その他鶏由来のものに対してアレルギーを呈す

るおそれのある方

参考 :新型 ･季節性インフルエンザワクチン添付文書

厚生労働省HP ｢インフルエンザQ&AJO･12

国立感染症研究所 感染症情報センターHP

rィンフルエンザQ&A (2008年度版)｣④ワクチン接種

吐吐ソ/idsc.nih.蛋_gLipAiiieaSeJinfluenzaBJAO_A/QAdo9些 吐吐

が必要ですか?

一般的に､新型インフルエンザに感染して発症 した方は､免疫を持っていると考

ぇられるため､予防接種をする必要はない't考えられます?

ただし､確実に新型インフルエンザに感染したと言えるのは･PCR検査やウイ

ルス分離等で新型インフルエンザウイルスあるいはその遺伝子が検出された方のみ

ですので.PCR検査等によりウイルスの検出が行われず既に新型インフルエンザ

に羅患したかどうか不明な場合､希望すれば接種することは可能です｡

4
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2. 季節性インフルエンザワクチンとの関係

_‥(問1)弓抑 旦

'赴ヱ

季節性インフルエンザのワクチンは今回の新型インフルエンザウイルスに対して

は有効ではないと考えられています｡

■ヽ…III■■_七̀･-･●.-●

___(Fpq_2) 季節性イシフルエンザワクチンと範型イ__ンフルェンザワクチンは向時に接種

できますか?
I

既存の製法による国内ワクチンと季節性インフルエンザワクチンの同時接種につ

いては､医師が必要と認めた場合には実施可能と考えられていますOただし､季節.

性インフルエンザワクチンとアジュバント入りの輸入ワクチンの同時接種に?いて

は､海外等の情報を踏まえた別途の検討が必要であり､-当面差し控えることが望ま

しいと考えられます｡

3.･新型インフルエンザワクチンの有効性 ･安全性

(間 1) インフルエンザワクチンでどのような効果が期待できますか･?･

一般的に､インフルエンザワクチンは､重症化防止効果や発症予防効果が期待

されてLTますが､感染防止効果につしミては保証されておらず､新型インフルエンザ

ワクチンについても､同様と考えられます｡そのため､頻繁に手洗いをすることや

人混みを可能な限り避ける､などの感染予防策を講じることが必要です｡

なお､季節性インフルエンザワクチンの有効性等については､国立感染症研究所

のQ&Aに詳しく記載されていますので参考にしてください｡

参考 :国立感染症研究所 感染症情報センターHP

rインフルエンザQ&A(2008年度版)J④ワクチン接種

5
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過 血 生並 製 些 鮎 担 地 組 遥 些 戯 通 産卑 上手

蛙幽

季節性インフルエンザワクチンの場合､比較的雛 が高い副反応として亘､接種

した部位 (局所)の発赤 .腫塀､疫病などがあげられます｡また､全身性の反応と

しては､発熱､頭痛､悪寒､倦怠感などが見られます｡さらに､まれに･ワクチン

に対するアレルギー反応 (発疹､じんまじん･発赤と掻痔感)が見られることがあ

りま王

接種局所の発赤､腫脹･療病は･接種を受けられた方の10-20%(=斬 りますが`

2-3日で消失します｡全身性の反応は､接種を受けられた方の 5-10%にみられ､2

-3日で消失します｡

その他に､因果関係は必ずしも明らかではありませんが､ギランバレー症候群､

急性脳虹 急性散在性脳脊髄炎､け いれん･肝梯能障害､噛息発作･紫斑などの報

告が零れにありますo

今帥 新型わ ラルエンザワクチンも程度の問題はありますが､同様の副反応が

予想されます

参考 :厚生労働省HP rインフルエンザQ&AJO･13

週 呈上_イ上辺 些 埜ヱ旦王と互艶 雌 塵 量避是政 睦

垂三豊呈処遇のですか?

今回の新型インフルエンザのワクチン接種に伴い･､予防接種を受けた如 健康被

害が発生し_T=場合の救済については･現行の予防接種法に基づく季節性インフルエ

ンザの定期接種に関する措置を踏まえて必要な救済措置を講じることができるよう

検討を行い､速やかに立法措置を講じることができるよう準備を進めているところ

です｡

(間 4由 _弘 壇 魁 遥 五重ヱ

6
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これまでの季節性インフルエンザワクチンでは､2回接種した成績によりますと､

2回日の接種 1-2退廃に抗体が上昇し始め､1カ月優までにはピーケに達 し､3

-4カ月後には徐々に低下傾向を示します｡･したがって,ワクチンの予防効果が期.

待できるのは接種後-2週から5カ月程度と考えられており､新型イシフルエンザワ

クチンでも同程度と考えられます｡

4.‥妊婦について

‥澗 1)妊.掛 こ対してもワクチン丘選種することがセきる中ですか?催奇形性はな.LTの_
ですか?

日本で使用されるインフルエンザワクチンは､生ワクチンではないので妊婦に対

して特別に重篤な副作用は起こらないと考えられ､一般的に妊娠中の全ての時期に

おいて接種可能であるとされています｡

また､妊娠初期に従来のインフ!Lエンザワクチ-ンを接種しても奇形のリスクがな

･--･･-いとい･5研究結果もあります｡

なお､新型インフルエンザワクチンの複数回接種用のバイアル製刺 (小瓶に注射

液が充てんされている製剤)には季節性インフルエンザ用の製剤と同線 こチメロサ

丁ル等の保存剤が使用されています｡今回の新型インフルエンザワクチンで_は､プ

~レフィルドシリンジ製剤 (あらかじめ注射器に注射液が充てんされている製剤)に

は保存剤の添加は行われておらず､保存剤の添加されていないワクチン接種を希望

する妊婦は､プレフィル ドシリンジ製剤が使用できることとしています｡ (詳細は

･｢4.妊婦について｣問.3をご参照ください)

参考 ‥国立成育医療センタIH-p r妊娠と薬情報センター｣

インフルエンザ薬に関する最新情報

http://www.mchd.go.jp/kusurVinde-x.html

国立感染症研究所 感染症情報センターHP

.｢ィンフルエンザQ&ふく2008年度版)｣④ワクチン接種

_http://idsc.nih･go.jp/disease/influenza/fIUOA/QAdocO4,ht_rnI_

日本産科婦人科学会HP

｢妊娠している婦人もしくは授乳中の婦人に対しての 新型インフルエン

7



83′

ザ (HIM)感染に対する対応Q&A｣

一般向けhttp.･//vw.jsog,or.jp/news/htmt/announce_20090628ahthLI

医療関係者向けhttp-'//W .jsog.or.jp/news/htmI/announce_20090928b.htm+.

(間 2)授乳中にインフルエンザワクチンを接種しても問題はありませんか?

-~-.̀億乳耕間中でも､インフルエンザワクチンを棲種しても支障はあり享せん｡イ ン

フルエンザワクチンは不活化ワクチンというタイプで､病原性をなくしたウイルス

の成分を用いているため､ウイルスが体内で増えることがなく､母乳を介してお子

さ●んに影響を与えることはありません｡

参考 :国立感染症研究所 感染症情報センターHP

｢インフルエンザQ&A (2008年度版)｣④ワクチン接種

http://idsc.nih.go.jp/disease/influenza/f]uOA/OAdocO4.html

(問3)インフルエンザワクナシに享メl自す二ルという添加剤が含まれているとのこと

ですが安全ですか?チメロサールが入っていないものはないのですか?

新型インフルエンザワク≠ン甲複数回接種用のバイアル製剤 (小瓶に注射液が充

てんされている製剤)には季節性インフルエンザ用の製剤と同様にチメロサール等

の保存剤が使用されています｡･--

チメロサールはエチル水銀に由来する防腐剤であり､メチル水銀とは異なります｡

海外で過去に発達障害との関連性が指摘されましたが､最近の疫学研究ではその関

連はないとされており､一般的には接種によるベネフィットがリスクを上回ると考

えられています｡

しかしながら､ワクチン全般において亭防的な対応が大切であるとして､各国と

もワクチンから除去 ･減量の努力を行っています｡

今回の新型インフルエンザワクチンでは､プレフィル ドシリンジ製刺 (あらかじ

め注射器に注射液が充てんされている製剤)には保存剤の添加は行われておらず､

保存剤の添加されていないワクチン接種を希望する妊婦は､プレフィルドシリンジ

製剤が使用できることとしています｡

8
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参考 :平成21年9月18日 ｢新型インフルエンザワクチンに関する意見交換会｣ 資料4

国立感染症研究所 感染症情報センターHPt

rインフルエンザQ&A (2008年度版)｣④ワクチン接種

http://id声C.nih.go.jp/disease/inf一uenza/fluOA/QAdocO4.htmI

5.‥.ワクチン優先接種対象者

(問 1)新型インフルエンザワクチンの優先接種対象となるのはどのような人でしょ

うか?

今回の新型インフルエンザに関しては､多くの方は軽症のまま回復している一方､

基礎疾患を有する方等において重症化する可能性が高い､などの特徴があります｡

また､今回の新型インフルエンザの予防接種については､牢亡者や重症者の発生を

できる限り減らすことやそのために必要な医療を確保すること-1を､･･その目的として

いますo ･1､

そのため､次に示すように死亡や重症化のリスクが高い方を優先すること､また

その方々の治療に従事する医療従事者を優先するこ･とを基本的な方針としています｡

(優先接種の対象者)

① インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者 (救急隊員を含む)

② 妊婦及び基礎疾患を有する方

(参 1歳から小学校3年生に相当する年齢の小児

④ 1･歳未満の小児の保護者､優先接種者のうち､予防接種が受けられない方

の保護者等

(その他の対象者)

○小学校4年生から6年生､中学生､高校生に相当する年齢の者

○高齢者 (65歳以上)
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倭l先接種~対象者 ①インフル羊ンザ患者の診療に直接従事する. 約100万人

▲.医療従事者(救急隊員含む○)

@ ●妊婦 約100万人
基礎疾患を有する者 ∴ 約9PO万人

③1歳～小学校3年生に相当する年齢の小児 約1.000万人

㊨.1歳未満の小児の保護者 約200万人･優先接種対象者のうち､身体上の理由により.

予防接種が受けられない者の保護者等

その他 小学校-4-6年生､中学生､高校生に相当する年齢d)者 約1,000万人高齢者(65歳以上)-(基礎疾患を有する考を除く)._ 約2,106万人

吟 墓誌 詮 笥 諾 する接種については､上記の者への接種状況

(問 2) 優先接種対象ではない人は接種できないのですか?優先接種対象者は新型イ

ンフルエンザワクチンを接種 しなくてはいけないのですか? ..

優先的な接種対象者等につい七は､新型インフルエンザに罷患した場合､重症化

するリスクが高いと考えられるため､優先的に接種機会を提供することが必要であ

ると考えています｡これら以外の方々についても･､優先接種が終了次第､希望者が
∫

_提琴を受けられるようにする必要はあると考えており､今後の荒行の状況､接種の

状況や供給量なども踏まえ､対応していきます｡

～

今回の新型インフルエンザワクチン接種については､あくまでも個人の意思が尊

重されます｡優先接種対象者についても､接種義務が生じるものではなく､該当す

る方のうち､希望者については接種を可能とするものです｡

10



※ 地域によって､若干異なる可能性がある｡

6.ワクチン接種事業について (涜通､購入i､値段こ･.接種場所等)

(間1)今回の新型インフルエンザワクチンは日本国内でどれくらい確保できているの･

ですか?

今回の新型インフフレエンザワクチンについては'.国内産ワクチン･輸入ワクチン

をあわせて約7701)万人分 (一人2･回接種の場合)確保できる見込みです｡

国内産ワクチンは､10月下旬から接種できる見込みで､年度内は約2700万

人分確保できる予定です｡

輸入ウクチンは､年末 ･年始にかけ接種が開始できる見込みで､4 度内に約50

00万人分確保できる予定です｡

(問2)新型インフルエンザワクチンはいう､どこで接種できますか?

新型インフルエンザワクチンは､それぞれの優先接種対象者ごとに都道府県が設

11
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定した時期から接種を受けることができます｡ま七､接種を受けることができる医

療礎関の名称等については､市町村のホームページをご覧下さい｡

(問3)今回の新型インフルエンザワクチ必 _主少些豊里王珪塵王星型 )三重

迦ヱ

今回の新型インフルエンザワクチンの接種費用については接種を受ける方に･実

費をご負担いただくこととしており､1回日の接種は3600円･2回目の接種は

2550円 (ただし､2回目を異なる医療機関で接種を受けた場合は･基本的な健

康状態等の確認が再度必要となるため､3600円)とすることとしていますo

ただし､所得の少ない世帯につし.I-Cfま､人口の約3割に当たる市町村民税非課税

世帯の負担を軽減できる財源を確保しています･o

具体的な費用負担額については､今後､市町村が決定する予定としていますので､

お住まいの市町村におたずねいただきたいと思います｡

遇 旦幽 滞在地 旦クチン接薩が

できますか?

.･今回のワクチンの接種は､国と接種等の契約を行った受託医療機関であれば･住

民票と異なる地域の受託医療機関でも接種を受けられます｡

ただし､低所得者等に対する接種費用の負担軽減措置については･住民票のある

市町村と相談する必要があります｡

週 旦L竪琴卑副反応が生じた場合･医師が責任をとる嘘 虹L

今回の新型インフルエンザワクチン接種に伴い､予防接種を受けた方に健康被害

が発生した場合の救済については､現行の予防接種法に基づく季節性インフルエン

ザの定期接種に関する措置を踏まえて必要な救済措置を講じることができるよう検

討を行い､速やかに立法措置を講じることができるよう準備を進められているとこ

ろです｡

なお､今回の新型インフルエンザワクチン接種は･国が主体となり実施するもの

ですので､ワクチンの接種によって､被接種者の生命又は身体に損害が生じたとき

は､国家賠償法の範囲内で､国が賠償責任を負うこととなは す｡

12
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(問6)受託医療機関ではない医療機関の入院患者は接種できないのですか?

受託医療機関ではない医療嘩関は､国の事琴としてワク≠ンを接種できないので､

これらの医療機関の入院患者が接種を受けるときは､優先接種対象者証明書に基づ

き他の受託医療機関の医師から接種を受けることとなります｡

7.海外産ワクチンに?いて

(問 1)海外産と国内産は何が異なるのですか?

海外で製造されたワクチンについては､(彰現時点では国内での使用経験･実績 (臨

床試験を除く)がないこと､-②国内では使用経験のないアジュバント(免疫補助剤)

が使用されていること､③国内では使用経験のない細胞株を用いた細胞培養による

製造法..(国内産は鶏卵による培養)が用いられている_ものがあること､④投与経路

が筋肉内 (国内産は皮下).であること.⑤小児に対しては用量が異なることなど､

国内で製造されたワクチンとは異なっています ｡ I

※アジュlくント(免疫補助鮒 :ワクチンと混合して投与する羊とftより､目的とする免疫応答を

･- 増強する物質｡これにより､同じワクチン量でもより多くの者へ

の接種が可能となる｡･一般的に､副反応の発生する確率が高いこ.

とが指摘されている｡

※細 胞 培 養 :ワクチンの製造方法の一種｡鶏卵による培養よりも､生産効率

は高いとされるが､インフルエンザワクチンではこれまで世界で

広く使用されるには至っていない｡また､一部の海外のウクチン

については､製造に使用される細胞に､がん原性は認められない

ものの､腫癌原性があるとされて̀ぉリ､使用等にあたっては､特

に慎重を期すべきとの懸念も専門家から示されている..
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EBL2)痕外産ワクチンはどのような手続きを経て輸入ができるようにな卑冬至すかヱ

重症者の発生などの健康被害を防止するためには､国内産のワクチンだけでは十分

な供給量とは言い難いので､健康危機管理の観点から海外産を緊急に輸入し･一定

量のワクチンを確保することとしています｡

海外産が輸入できるようになるためには､わが国の琴事承認を得る必要があります

が､通常q)手続きに従って･薬事承認を得るとすると､今年の秋 ･冬の流行までの

輸入が間に合わなくなります｡そこで､特例的に･通常の承認の要件を緩和して･

緊急に乗認を与える ｢特例承認｣の適用が検討されています｡

特例承認を適用する場合であっても､

ァ わが国と同等の承認制度を有する国で乗認されているワクチンであること

を前提とし､

イ 薬事食品衛生審議会において､海外臨床試鼓成績や国内臨床試験の中間報

告などの資料を十分確認するなどの対応を講じます｡

また､特例的な承認後も､国内外の安全性情報等の速やかな収集に努めます｡

以上
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平成_21年 10月 2日

都道府県支援チームの設置について

○ 各都道府県 (政令市､保健所設置市を含む｡以下同じ｡)から寄

せられる､ワクチン接種事業を進めていくうえで生じる疑問や課題

等に対してきめ細かな対応ができるよう､都道府県ごとに､担当チ

ームを設置して対応いたします｡

○ 各都道府県は､疑問点や課題､問題提起などについて､基本的に､

担当チームに対して電話､メール又はFAXにより照会をお願いし

ますム

○ 担当チームは､必要に応じて､チーム外の担当者に内容を確認の

うえ回答いたしますム

○ また､担当チームは､担当の都道府県の準備状況､課題等を随時

把握する予定ですので､管下市町 を含め､状況の把握につきご協

力をお願いします｡

○ 担当チームのメンバー ･連絡先については､10月5日 (月)ま

でに各都道府県の担当者あてご連絡します｡


