
資料２－２ 

ワクチン評価に関する小委員会の進め方について（案） 

 

１．検討の内容等 

○  平成２２年２月の予防接種制度の見直しについて（第一次提言）で提言

がなされた（今後）「議論が必要と考えられる事項」のうち、「予防接種法

の対象となる疾病・ワクチンのあり方」について医学的・科学的観点から

の検討・とりまとめを行い、部会に提出する。 

○  検討・とりまとめを行う疾病・ワクチンの範囲は、国立感染症研究所か

ら予防接種部会に提出された「ファクトシート（平成２２年７月７日版）」
※とする。 

※ ヘモフィルスインフルエンザ菌 b 型(Hib)による感染症、肺炎球菌による

感染症、ヒトパピローマウイルス（HPV）による感染症、水痘、流行性耳

下腺炎、Ｂ型肝炎、百日せき、ポリオ  

○  ファクトシートの内容を踏まえ、対象疾病の個人や社会に及ぼす影響や、

ワクチンの目的や効果等について評価を行うため、 

① 評価のために必要なデータの収集や検証方法 

② 評価に際しての手法や判断の視点の明確化 

を行い、各疾病・ワクチンについての考え方（案）をとりまとめる。 

 

 

２．検討体制 

○ 小委員会の下に個別の疾病・ワクチン毎に専門家による作業チームを設

ける。 

○ 作業チームのメンバー構成 

・ ファクトシートを作成いただいた国立感染症研究所の専門家 

※ 疫学部門、製剤担当部門     １名ずつ 

・ 臨床の専門家           ２名程度 

・ 医療経済の評価に関する専門家   １名 

・ 感染症疫学の専門家        １名 

・ その他各疾病・ワクチンの特性等に応じて、適宜メンバーを追加 

 ○ 作業チームメンバー（案） （別紙） 

 

 

３．検討スケジュール（案） 

 

  １０月中旬   作業チームでの検討状況について、小委員会に中間報告 

 

１１月中旬    作業チームにおいて、素案のとりまとめ 

小委員会において、各疾病・ワクチンについての考え方

（案）のとりまとめ 

 

  １１月下旬   小委員会から部会へ報告 



予防接種部会・小委員会・作業チームの役割について（案）
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ヘモフィルスインフルエンザ菌 b 型ワクチン 

作業チーム（案） 

 

氏    名 所             属 

加藤 はる 国立感染症研究所細菌第二部室長 

谷口 清州 国立感染症研究所感染症情報センター室長 

深澤 満 日本小児科医会・ふかざわ小児科 院長 

神谷 齊 国立病院機構三重病院名誉院長 

小林 真之 大阪市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学 大学院生 

佐藤 敏彦 北里大学医学部附属臨床研究センター 教授 

 



肺炎球菌ワクチン 

作業チーム（案） 

  

氏    名 所             属 

和田 昭仁 国立感染症研究所細菌第一部室長 

谷口 清州 国立感染症研究所感染症情報センター室長 

岩田 敏 慶応義塾大学医学部感染制御センター長 

大石 和徳 大阪大学微生物病研究所感染症国際研究センター特任教授 

大藤 さとこ 大阪市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学 講師 

杉森 裕樹 大東文化大学 スポーツ・健康科学部 教授 

 



ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン 

作業チーム（案） 

氏    名 所             属 

柊元 巌 国立感染症研究所 病原体ゲノム解析研究センター室長 

多田 有希 国立感染症研究所 感染症情報センター室長 

小西 郁生 京都大学大学院婦人科学産科学教授 

森内 浩幸 長崎大学小児科学教授 

青木 大輔 慶應義塾大学医学部産婦人科学教授  

木原 雅子 京都大学大学院医学研究科 准教授（社会疫学分野） 

福島 若葉 大阪市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学 講師 

池田 俊也 国際医療福祉大学薬学部 教授 



 （
別
紙
）
 

水痘ワクチン 

作業チーム（案） 

 

氏    名 所             属 

井上 直樹 国立感染症研究所 ウイルス第一部室長 

多屋 馨子 国立感染症研究所 感染症情報センター室長 

峯 真人 日本小児科医会副会長 

吉川 哲史 藤田保健衛生大学医学部小児科教授 

大西 浩文 札幌医科大学 医学部 公衆衛生学講座 講師 

須賀 万智 東京慈恵会医科大学 環境保健医学講座 准教授 

 

 



B 型肝炎ワクチン 

作業チーム（案） 

 

氏    名 所             属 

石井 孝司 国立感染症研究所 ウイルス第二部室長 

多田 有希 国立感染症研究所 感染症情報センター室長 

須磨崎 亮 筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系小児科教授 

俣野 哲朗 東京大学医科学研究所感染症国際研究センター 

四柳 宏 東京大学医学部大学院研究科生体防御感染症学准教授 

福島 若葉 大阪市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学 講師 

平尾 智広 香川大学医学部公衆衛生学 教授 



おたふくかぜワクチン 

作業チーム（案） 

 

氏    名 所             属 

加藤 篤 国立感染症研究所 ウイルス第三部室長 

多屋 馨子 国立感染症研究所 感染症情報センター室長 

細矢 光亮 福島県立医科大学小児科教授 

庵原 俊昭 国立病院機構三重病院院長 

大藤 さとこ 大阪市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学 講師 

須賀 万智 東京慈恵会医科大学 環境保健医学講座 准教授 

 

 

 



ポリオワクチン 

作業チーム（案） 

 

氏    名 所             属 

清水 博之 国立感染症研究所 ウイルス第二部室長 

中島 一敏 国立感染症研究所 感染症情報センター主任研究官 

中野 貴司 川崎医科大学小児科学教授 

田島 剛 博慈会記念総合病院（日本小児感染症学会） 

大西 浩文 札幌医科大学 医学部 公衆衛生学講座 講師 

 

 

 



百日せきワクチン 

作業チーム（案） 

 

氏    名 所             属 

蒲地 一成 国立感染症研究所 細菌第二部室長 

砂川 富正 国立感染症研究所 感染症情報センター主任研究官 

岡田 賢司 国立病院機構福岡病院 総括診療部長 

中山 哲夫 北里生命科学研究所ウイルス感染制御学研究室Ⅰ教授 

原 めぐみ 佐賀大学医学部 社会医学講座予防医学分野 助教 

五十嵐 中 東京大学大学院薬学系研究科 助教 
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