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“予防接種に関する基本的な計画”【計画】

第二：国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担
二：都道府県の役割
都道府県は、予防接種に関して、医師会等の関係団体との連携、管内の市町村間の広域的
な連携の支援、国との連絡調整並びに保健所及び地方衛生研究所の機能の強化等に取り組
む必要がある。

例えば、予防接種に関わる医療従事者等の研修、地域の予防接種を支援するための中核
機能を担う医療機関の整備及び強化、広域的な連携について協議する場を設けるための支
援、緊急時におけるワクチンの円滑な供給の確保及び連絡調整、市町村における健康被害の
救済の支援、予防接種の安全性の向上のための副反応報告制度の円滑な運用への協力並
びに予防接種の有効性の評価に資する感染症発生動向調査の実施への協力等に取り組むよ
う努める必要がある。

“予防接種に関する基本的な計画”【実行】
（国の取り組み状況）

予防接種に関する啓発、相談、要注意者への接種実施を目的とし
て、予防接種センター機能推進事業を実施。都道府県への補助事業
として、19県31カ所に予防接種センター機能を有する医療機関に設
置（平成28年1月時点）

「予防接種に関する基本的な計画」（厚生労働省告示第百二十一号，平成26年4月から適用）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kihonteki_keikaku/

（http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000141594.pdf）
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予防接種センター機能
予防接種に関する知識や情報の提供、個別接種の推進、要注意者に対する実際

の接種の実施といった観点から、各都道府県が圏域内に一カ所程度、
予防接種センター機能を整備する方向で検討するべきである。予防接種センター機

能の具体的な内容としては、1)予防接種の効果や副反応、感染症に
関する知識、情報等の提供、2)相談窓口の開設、3)要注意
者に対する予防接種について十分な医療相談の実施と専
門医師による実際の接種の実施等が考えられる。なお、予防接種セン
ター機能については、新たに施設・組織を設けて対応していくことは現実的ではなく、
既存の施設等への機能の追加を考えるべきであり、例えば小児科診療の専門家が
常勤しており、接種の実施や健康被害が発生した場合に迅速かつ的確な対応を図る
ことができる医療機関について、地域の予防接種に対する支援病院としての機能も
期待して委託する場合が考えられるが、各地域の実状に応じた弾力的な対応を図る
べきである。また、予防接種センター機能を有することになる施設等については、予
防接種リサーチセンターとの普段からの連携を図っていくことが重要である。

公衆衛生審議会感染症部会

予防接種問題検討小委員会報告書1)

平成11年7月5日

1) 公衆衛生審議会感染症部会「予防接種問題検討小委員会報告書」（厚生労働省 保健医療局 結核感染症課）
http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s9907/s0705-1_11.html
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予防接種センター機能推進事業費

予防接種対策事業費

【目的】
○予防接種要注意者（心臓血管系疾患等の基礎疾患を有する者、

全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことのある者等）
が安心して予防接種が受けられるよう、都道府県内に１カ所程度、
医療機関を指定して体制を整備し、予防接種率の向上を図るとと
もに健康被害の発生の防止に万全を期そうとするもの。
（平成13年度から実施）

【事業内容】
○予防接種要注意者に対する予防接種の実施。
○予防接種の事前・事後の医療相談事業の実施。
○予防接種に関する知識や情報の提供。

第21回厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会（平成24年3月29日） 資料 より
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000026qek.html
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予防接種センター機能推進事業について -厚生労働省 2015/12/25
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/1720KB_4.pdf
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750万人以上

500～750万人

200～500万人

100～200万人

100万人未満

都道府県別人口
（2010年度国勢調査）

全国の予防接種センター

20/47都道府県
33か所 に設置

全国健康関係主管課長会議資料 - 厚生労働省健康局健康課
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000152068.pdf
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岡山県予防接種センター

■平成23年6月開設

■川崎医科大学総合医療センター（旧川崎医科大学附
属川崎病院）内に設置

■事業内容：
①予防接種相談事業
②予防接種要注意者等に対する接種
③予防接種や感染症の情報提供

■毎週火・金曜日13～16時
小児科医による無料電話相談
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岡山県予防接種センターホームページ http://www.kawasaki-m.ac.jp/kawasakihp/yobou/

http://www.kawasaki-m.ac.jp/kawasakihp/yobou/
accessed 2017/3/27
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http://www.kawasaki-m.ac.jp/kawasakihp/yobou/language/index.html
accessed 2017/3/27岡山県予防接種センターホームページ
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市町村
医療機関
一般住民

相談の流れ

予防接種センター

医療相談
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接種の流れ
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岡山県予防接種センターの相談・接種の流れ
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岡山県予防接種センター
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誤接種

基礎疾患

アレルギー

副反応

接種計画

不規則接種

海外渡航

（件）

日本脳炎・DPT・MRなど

ポリオ・日本脳炎・HPV・肺炎球菌など

MR・インフルエンザなど

MR・肺炎球菌・HPVなど

肺炎球菌・B型肝炎・Hib・ロタなど

（アレルギーを除く）

電話相談の内容 （平成23年6月～28年3月）

のべ2,582件

（アレルギーを除く）

岡山県予防接種センター 12



（医療機関から照会を受けた保健所よりお尋ね）

Ｑ．3歳0か月時に日本脳炎ワクチンを1回接種した
5歳児には、今後どのように接種を続けたらよい
でしょうか？

Ａ．気付いた時点で2回目を接種し、6か月以上の
間隔をあけて3回目を接種するとよいでしょう。
第2期の接種は通常通り9歳以降です。

不規則接種に関するQ&A

岡山県予防接種センター
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（一般の方よりお尋ね）

Ｑ．30歳の女性です。妊娠を考えていますが、
風しんの予防はどうすればよいですか？

Ａ．まずご自身の母子健康手帳で風しんワクチンを
過去に何回接種したか確認してください。風しん
または麻しん・風しんワクチンで合計2回接種しま
しょう。健康保険適用外ですが、血液検査で風疹
の免疫があるか調べることも可能です。

接種計画に関するQ&A

岡山県予防接種センター
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（医療機関よりお尋ね）

Ｑ．2か月齢で肺炎球菌ワクチン1回目を接種し、当日
夜間に発熱、翌日は接種部位に3cmの紅斑を認め
ました。2回目の接種はどうすればよいでしょうか。
発熱は翌朝には解熱、紅斑は数日で消えました。

A. 発熱の原因が肺炎球菌ワクチンかどうかは確定
できませんが、紅斑も含め、2回目以降の接種は
注意が必要です。しかし、予防が大切な病気です
ので、貴院での接種がご心配であれば当センター
を受診していただくことも可能です。

副反応に関するQ&A

岡山県予防接種センター
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岡山県予防接種センター 16
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※MR・インフルエンザワクチンは、その大多数が卵アレルギーに関する相談であった。

岡山県予防接種センター 17



（一般の方よりお尋ね）

Ｑ．1歳の男児で、卵アレルギーがあります。
インフルエンザワクチンの接種は可能でしょうか。
卵を含む食品は食べています。

Ａ．卵アレルギーのお子さんは、インフルエンザワク
チンの接種要注意者になりますが、卵製品を摂取
できているのであれば、大きな問題なく接種可能
な場合は多いです。接種によるメリットと副反応の
可能性を天秤にかけて接種するかどうか一緒に
考えましょう。

アレルギーに関するQ&A

岡山県予防接種センター
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（医療機関から照会を受けた保健所よりお尋ね）

Ｑ．7か月児です。B型肝炎ワクチン3回目の接種を、
1回目から18週後に誤って接種してしまいました。
保護者にどのように説明すればよいでしょうか。

Ａ．追加接種を早めた場合の有効性と安全性のデー
タは限られていますが、医学的には大きな問題は
ないと考えます。しかし、間違いは間違いですの
で、真摯に対応してください。有効性に関して保護
者の心配があれば、抗体検査も選択肢です。

誤接種に関するQ&A

岡山県予防接種センター
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接種間隔・時期の間違い（34件）

17件 早期の追加接種
（PCV・DPT・IPV・MR・Hib・B型肝炎・日本脳炎・PPV）

10件 生ワクチン接種から26日以内の接種
4件 2か月児への早期接種（DPT・DPT-IPV・IPV）
3件 HPVの接種間隔の間違い

接種回数の間違い（13件）
8件 DPT・DPT-IPV・DT・日本脳炎・水痘の過剰回数接種
4件 MRⅡ期の2回接種
1件 DTⅡ期の2回接種

ワクチン種類の間違い（8件）

6件 ワクチンの取り違え
（DPTとIPV・DPTとDPT-IPV・PCVとHib・MRと麻しん）

2件 他社製品との取り違え（HPV）
その他（5件）

2件 接種量の間違い（DT・日本脳炎）
2件 期限切れワクチンの接種（MR・DPT）
1件 使用済みのシリンジの他児への接種

誤接種の内訳（平成23年6月～28年3月）

岡山県予防接種センター
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開催日時 テーマ 講師 対象
参加
人数

平
成
24
年
度

H24年10月6日(土)
14：30～16：30

2012川崎学園祭
平成24年度第2回市民公開講座
「これだけは知っておきたい予防接種！
～よくある質問を中心にあなたの疑問に答えます～」

川崎医科大学附属川崎病院 小児科部長
川崎医科大学 小児科学教授

中野 貴司
一般市民 124名

平
成
25
年
度

H26年2月20日(木)
14：00～15：00

予防接種Q&A
～現場でのワクチンに関する疑問に答えます～

川崎医科大学附属川崎病院 小児科部長
川崎医科大学 小児科学教授

中野 貴司 市町村・保健所
予防接種担当者

23名

「予防接種に関する最近のトピックス」
岡山県保健福祉部健康推進課 主幹

安藤 恭治

平
成
26
年
度

H27年2月16日(月)
14：00～15：00

予防接種
～最近変わったこと、これから変わること～

川崎医科大学附属川崎病院 小児科部長
川崎医科大学 小児科学教授

中野 貴司

保健所・市町村
予防接種担当者
／幼稚園・保育
園関係者

63名

平
成
27
年
度

H28年2月8日(月)
13：30～15：00

予防接種の安全性
～ヒトパピローマウイルスワクチンと諸症状について～

名古屋市立大学大学院医学研究科
公衆衛生学分野教授

鈴木 貞夫

保健所・市町村
予防接種担当者
／養護教諭 等

27名

平
成
28
年
度

H29年2月20日(月)
14：00～15：00

予防接種Q&A
～現場でのワクチンに関する疑問にお答えします～

川崎医科大学総合医療センター 小児科部長
川崎医科大学 小児科学教授

中野 貴司

保健所・市町村
予防接種担当者

23名

岡山県予防接種センターが実施した研修会
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予防接種センター機能の充実を目指して

○予防接種要注意者に対する予防接種の実施
○予防接種の事前・事後の医療相談事業の実施
○予防接種に関する知識や情報の提供

・現状での個々の予防接種センターの活動状況に
ついて項目を決めて調査することは有用と考える
１．不足している機能や活動が見えてくる
２．国民や接種現場のニーズが見えてくる
・定期接種に関すること以外のニーズも高い
１．予防接種法に定められた事項以外への対応
２．海外渡航者（黄熱ワクチンや未承認ワクチン含む）
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資料作成協力

田中孝明

（川崎医科大学小児科 ・岡山県予防接種センター ）
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