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医療従事者が優先対象とされる合理的理由は？

• 接種の選択に関して

• ワクチンの効果と優先接種の意味、

• 臨床データを含めたワクチンの副反応

• 拒否できるのか



ワクチン接種副反応記事
• 2021年2月17日から、日本で医療従事者への接種が国立病院機構、地域医療機能推進機構、労災病
院等で始まった。

• 2月25日時点では100医療機関で計2万1896回接種、副反応疑い事例は3件で死亡やアナフィラキ
シーの報告はなかった

• ワクチン接種3日後、くも膜下出血で死亡因果関係不明（朝日2021/03/02 20:29）

• 厚生労働省は2日、米ファイザー社製の新型コロナウイルスのワクチンを接種した60代の女性が接
種から3日後に死亡したと発表した。死因はくも膜下出血とみられ、報告した医師は接種との因果
関係は評価できないとしている。厚労省によると、女性は2月26日にワクチンを接種し、3月1日に
亡くなった。持病やアレルギー歴はなかった。新型コロナワクチンを接種した後に死亡した事例の
報告は初めて。ワクチンによる副反応の評価をする厚労省の部会の部会長を務める森尾友宏・東京
医科歯科大教授は「くも膜下出血は、40～60歳代に比較的起こりやすい疾患とされており、今のと
ころ海外における接種事例でも、くも膜下出血と新型コロナワクチンに関連があるとはされていな
いようだ。偶発的な事例かもしれないが、更に情報を収集し、今後の審議会で評価していく必要が
ある」としている。厚労省はワクチンの安全性を評価するために、「副反応疑い報告制度」を設け
ている。報告には接種との関連がないものも含まれうる。

• 記事のタイトルは？

• コロナワクチンで血管塞栓症が起きることは警告されていた？

• 各社の取り上げ方 読売は並列して推進記事



厚労大臣の記者会見

• 2021年2月15日に開催された厚生科学審議会で、新型コロナウイルス感染症に係る臨時
の予防接種を厚労大臣が指示することを了承し、2月16日に正式に接種開始が認められ
ました。「16歳以上の方を対象に、まずは先日承認されましたファイザー社の特例承
認ワクチン（mRNAワクチン（コミナティ））により接種を行うことになりました。」
厚労大臣は記者会見で「蔓延防止ということで、なるべく短期間に皆さんにお受けいた
だきたいということで、令和4年2月28日まで」を接種期間としています。

• 「接種を受ける努力義務に関しては、まだデータが少ないということがございますの
で、妊娠中の方にはこれを適用しないこととしております。いろいろと話を聞きますと、
治験そのものでも妊婦の方々を対象にしていないということもあるみたいですが、治験
中に妊娠が分かった方もおられます。」として妊婦についてのみ努力義務を外しました。
「今回はまず医療機関での先行接種ということですが、その後医療従事者、高齢者と、
そのときには各自治体で体制をしっかりと整備いただきながら、その後の基礎疾患をお
持ちの方ですとか、それから、介護施設等の従事者の方ですとか、そして一般というこ
とで、これからも、接種体制をしっかり組んでいただくために、厚生労働省も各自治体
と協力させていただきながら、いろいろ情報の発出をさせていただきたいと思いま
す。」



優先接種とその後の流れ

• 優先接種の対象となる①の医療従事者（薬剤師や救急隊員、保健所・検疫所の職員らも
含む）は約400万人。このうち、まず同意を得られた約1万人に先行して接種。副反応な
どの情報を集めるため、接種後に一定期間、健康状態を報告してもらうとされています。

• ②の高齢者は約3600万人。ワクチンの供給量に応じて、60～64歳の人（約750万人）
も③の持病がある人たちと同時期に接種を始めることも検討されています。③の持病に
該当するのは糖尿病やがんなどで通院、入院している患者。肥満も感染した場合の重症
化リスクを高めるとされ、BMI（体格指数）が30以上の人も対象となりました。20～64
歳で約820万人になる見通しです。

• 優先接種の根拠は必ずしも明確ではありません。厚労省の対象別のQ＆Aを見てもなぜ医
療関係者が優先されるのかについての説明はありません。患者向けのチラシ（注）には、
「1.医療従事者などの新型コロナウイルス感染症患者や多くの疑い患者と頻繁に接する
方」として患者に接する頻度が重視されたように思われます。一般的には、まずは医療
関係者（注1）、次に65歳以上と基礎疾患がある人という漠然とした理解しかないと思わ
れます。一方で海外では15歳以下の接種の臨床試験が始められています。

http://www.asahi.com/topics/word/%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%BE%93%E4%BA%8B%E8%80%85.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E8%96%AC%E5%89%A4%E5%B8%AB.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85.html


医療従事者とは？

• https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryouj
uujisha.html

• 早期に接種する医療従事者等に該当します。ご自身が該当するか
どうかご不明な場合は、お勤め先にご確認ください。
・病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションに従事し、新型コ
ロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職
員
・自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務で、新型コロナ
ウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職員
・新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者を搬送する救急隊員
等・海上保安庁職員・自衛隊職員

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoujuujisha.html


何のため（目的）の接種か？

•ワクチンの効果については、第17回厚生科学審議会予
防接種・ワクチン分科会2020(令和2)年10月2日の資料
3（注2）によれば2020年8月時点では

•「今回の新型コロナウイルスワクチンの安全性及び有
効性については科学的な不確実性がある一方で、国民
の期待も極めて大きいことから、しっかりと正確な情
報を丁寧に伝えていく必要がある。」



感染予防？発症予防？重症化予防？
• ①感染予防とは、接種した人が感染しないこととし、

• ○感染予防効果は実証しにくく、臨床試験で確認することは稀。

• ○発症しない感染者が多数存在する新型コロナでは、実証はほぼ不可能と考えられる。とした上で、
実証が難しいとし、集団免疫効果については、接種していない人にも波及する予防効果で大規模な
接種後まで分からないとしています。

• ②発症予防については、発症者が減少することとし、

• ○接種者と非接種者を比較する臨床試験等で、両群の発症者の数を比較することで、効果を測定で
きる。

• ③重症化予防は重症患者が減少 (死亡・入院等)するとし、

• ○接種者と非接種者を比較する臨床試験等で、両群の重症者の数を比較することで、効果を測定で
きる。発症予防と重症化予防については、臨床試験(治験)等で評価を行うことができるとしていま
す。

• ○集団免疫効果は、「接種した人が増えると、接種していない人でも発症者が減少する」ことで実
証される。

• ○集団免疫効果がみられるのは、・ワクチン自体に感染/発症予防効果がある。 ・接種率が(基本再
生産数に応じた閾値より)高い・ヒトーヒト感染する感染症である。等の条件が満たされたとき

• ②③については実際に接種者が増えた後、集団免疫効果が判明すれば、ワクチンにより感染させない
効果があったことが明らかになる。発症予防と重症化予防については、臨床試験（治験）の効果で判
定できるとしています。



感染予防効果は本当にあるのか？

• 厚労省のファイザーワクチン評価（注）については、有効性について、
「新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。ワクチンを受けた人が
受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ない
ということが分かっています。（発症予防効果は約95％と報告されていま
す。）
なお、本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、２回目の接種を受

けてから７日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は
明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策
を行う必要があります。」とされています。

• その後のデータは？



▷国内における臨床試験

• 日本人の健康成人160人を対象に、ワクチンを接種する人とプラセボを接
種する人に分け、約３週間の間隔で2回接種しました。その後、2回目の接
種から1カ月後の、血液中の新型コロナウイルスに対する中和抗体の増加
状況を確認しました。なお、中和抗体とはウイルスの感染力又は毒素の活
性を中和できる抗体のことです。２回目接種から１ヶ月後の、血清中の
50%中和抗体価（値が大きい程、中和活性が高いことを示します。）は下
記のとおりであり、日本人でも、海外における臨床試験で得られたワクチ
ン接種群の結果（血清幾何平均抗体価316.1、血清幾何平均上昇倍率
31.1）と同程度以上の結果が得られています。
（注釈：臨床試験の参加者160人のうち４人は、事前に策定した治験実施
計画から逸脱があったため、解析の対象から除外されています。）



まだまだ未解明

• 発症予防効果が確認された海外における臨床試験と同程度以上に、血清中
和抗体価の上昇が認められていることや、複数の国、人種、民族が組み入
れられた海外試験において有効性が示されたことを踏まえ、日本人でも、
同様にワクチンの有効性が期待できると考えられています。」とされてい
ます。

• 有効性について、長年薬の評価をされている浜六郎医師や大阪の医療問題
研究会の医師が精力的検討されています。厳密に見えるPfizer-BioNTech
ワクチンの治験報告書の中から、①二重盲検やRCTを崩していると思われ
る部分（2回目接種前に脱落者がワクチン群311名、プラセボ群60名と有
意の差。プロトコール違反といわれるが、詳細不明のまま）、②8名と
162名というNAAT（核酸増幅検査；PCRなど）で確定した陽性者を
COVID疑い患者に含めるかどうか（別とするとイギリス医学雑誌BMJの
Peter Dosh氏のいうようにワクチン有効性は95%でなく１９％になる）、
③2回目接種14日以降の有効性の低下傾向をどう評価するかなどを検討し
ています。



厚労省の「医療従事者への接種について」

• 接種を受ける際の同意

• 新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしています
が、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種
を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方

について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意
なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをす

ることのないようお願いいたします。

• （注）医療従事者等への接種について

• https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoujuujisha.html

•

•



目的と手段に合理性はあるか？

• 感染すると重症化しやすい患者に安心して接触するためと言うのであれば
ワクチンにはそれなりの感染予防効果（重症化予防効果ではなく）がなけ
ればなりませんが、それについては現段階では感染予防効果は認められて
いないと考えるべきです。

• そうすると重症化予防効果を期待しての接種ということになりますが、医
療関係者が接種する場合は医療崩壊を防ぐために就業が制限されるような
有害事象が発生しないことが求められ、感染リスクと副反応リスクは十分
に比較衡量されなければならないでしょう。



「人類が初めて経験するRNAワクチンは、アナフィラキシーをはじめ予想以
上に副反応が多い。安全性データの不十分なまま、また準備不足のままの接
種は稚拙である」（山本英彦医師より）

• アナフィラキシーについて

• Pfizerワクチン報告書にはアナフィラキシーの報告はない。もともとワク
チン成分のいずれかにアレルギー反応のある人は対象から除外。また、治
験実施者約40000人以外のフォローには責任を負わない？

• USAのFDAによるMMWR1月21日号に、2020年12月23日までのPfizer ワ
クチン一回目接種についての報告がなされた。データはVAERSによる。

• 接種総数1893360名、有害事象4393例、重症アレルギー反応可能性症例
175例、アナフィラキシー21例(11.1例/100万、フォロー可20例)

• 2009-11年の全ワクチンでの18歳以上のアナフィラキシー報告と比べると
約20倍。21/1893360v.s.15/25173965でOR18.6(95%C.I.:9.6-36.1)

• 治療可能で大した副作用でないとのキャンペーン

• ポリエチレングリコールなどのRNA安定剤以外にも人体に初めてナノ粒
子を筋肉内投与することも考えないといけない



ADEについて(Antibody dependent Enhancement )

• •抗体がウィルス感染を防ぐ場合もあるが、ウィルスによっては逆に抗体
があることで感染が悪化する場合がある。これを抗体依存性増悪（ADE）
という

• •2016年デング熱ワクチンがWHOで認可され接種が始まったが、フィリピ
ンでワクチン接種後に新たにデング熱に罹患すると重症化、時には死に至
ることが報告された

• •罹患後抗体を有することで必ずしも再感染が防げるわけではなく、むし
ろ増悪するというこの現象の結果8)WHOは2018年デング熱抗体陰性者を接
種対象から外すと表明した

• •これはデング熱ウィルスだけでなく、40を超えるウィルスで起こってい
る現象であり、Influenza, 日本脳炎、HIV、エボラなどでも起こる。 SARS-
COVやMARS-COVなどもこれに当たるといわれる。



厚労省が発表している、日本での臨床試験は2021年1月
時点の報告での有害事象

• 詳細（添付文書等）についてはこちらをご覧ください。（医薬品医療機器総合機構（PMDA）の
ホームページ）

• 160人を２つに割り付け、2回目接種後1ヵ月間の安全性を評価しました（2021年1月時点）

https://www.pmda.go.jp/about-pmda/news-release/0012.html


米CDC有害事象報告システム（VAERS）のデータでは、2月4日の時点でのコ
ロナワクチン接種後の死亡例は653件、有害事象全体は12,044件

• 英国の公衆衛生機関のデータによると、2021年1月31日の週までに少なくとも 9,262,367人が英国
で最初の予防接種を受け、494,206人が 2回目の接種を受けています。

• 予防接種キャンペーンの現在の優先グループには、70歳以上の人々、介護施設の居住者と労働者、
および最前線の医療従事者と社会福祉従事者が含まれます。

• 1月31日の時点で、推定 660万人へのファイザー/ BioNTechワクチンの初回投与と 300万人のアス
トラゼネカワクチンの投与が行われ、約 50万人が 2回目の接種（主にファイザー/ BioNTechワク
チン）を投与されました。（gov.uk）

• イギリスでは、ファイザーとアストラゼネカのワクチンの両方が接種されているようです。

• 全体の接種者 920万人というのは 1月31日までのデータですので、現在は、1000万人などを超えて
いるかもしれません。

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting


米CDC有害事象報告システム（VAERS）のデータ
• 新型コロナワクチンの有害事象報告

2021年2月4日までの全報告数 12,697件

• ・死亡 653件 （5.14％）
・永久的な障害 208件 （1.64％）
・受診 1,653件 （13.02％）
・緊急病院に搬送 2,772件 （21.83％）
・入院 1,382件 （10.88％）
・回復 4,734件 （37.28％）
・生命への脅威 468件 （3.69％）
・深刻でない事象 4,569件 （35.98％）

• 前回と比較

• ・死亡 1月29日時点 4.45％ → 2月4日時点 5.14％
・永久的な障害 1月29日時点 1.39％ → 2月4日時点 1.64％
・生命への脅威 1月29日時点 3.40％ → 2月4日時点 3.69％

• 有害事象報告システムは、アメリカ保健社会福祉省に提出された米ハーバード大学の調査結果では、「ワクチ
ンの有害事象に報告されていたのは全体の 1％未満 （ソース）」であり、死者数はともかく、実際の有害事象
例は、これよりかなり多いと思われる。

• 報告されている今回までの 653人の死亡のうち、137人の死亡例では心臓の障害と関連していました。

• 性別では、男性 53％、女性 44％、死亡者の平均年齢は 77歳。最年少の死亡例は 23歳です。

• なお、データによれば、2月10日の時点までの、アメリカのワクチン接種者の数は、約 4,477万人となっていま
す。ワクチン接種可能年齢人口の 2割程度に達しようとしている

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf
https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-covid-vaccinations?tab=chart&stackMode=absolute&country=~USA&region=World


英国からの副反応報告 英国ワクチン分析
「イエローカード報告」

• ファイザーワクチン / 有害事象報
告数

• 5万8614例 死亡例 143例

• 特に多い症例

• 頭痛 5506例
倦怠感 4007例
発熱 3665例
吐き気 2889例
寒気 2310例
四肢の痛み 1876例
めまい 1546例
リンパ節腫脹 1204例
下痢 924例

• 深刻だと考えられる症例

• 心停止 23例 失明 5例
視力障害 44例 クローン病 1例
腸穿孔 2例 吐血 14例
歩行不能 12例 ギランバレー症
候群 1例
脳梗塞 5例 くも膜下出血 2例
失語症 9例 失声症 12例
失神 196例 顔面神経麻痺 84例
記憶障害 17例 過眠症 16例
重症筋無力症 1例 味覚消失 91
例
せん妄 25例 離人症 2例
幻覚 38例
腎不全 2例 無月経 2例
呼吸停止 3例 窒息 2例



ワクチンの成分？

• Pfizer BioNTech COVID-19ワクチンには、

• ・mRNA、脂質 ((4-ヒドロキシブチル)アザネジイル)ビス(ヘキサン-6,1-ジイル)ビス(2-ヘキシルデカノエート)、
2 [(ポリエチレングリコール)-2000]- N、N-ジテトレードシクロアセトアミド、1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-
ホスホコリン、及びコレステロール)、

• ・塩化カリウム、一塩基性リン酸カリウム、塩化ナトリウム、二塩基性リン酸ナトリウム二水和物、及びスク
ロースなどが含まれているようです。

• ●「ワクチンの種類とその構成物・開発状況」（*添付ファイルを参照）

• 山岸義晃（医薬品医療機器総合機構、新薬審査第4部）

• …

• ワクチンの構成物

• http://www.hosp.ncgm.go.jp/isc/080/FY2018/03_201903.pdf

http://www.hosp.ncgm.go.jp/isc/080/FY2018/03_201903.pdf


新型コロナウイルスとは？病原性は？

• 「新型コロナウイルス感染症」は、Natureに掲載された論文『A new coronavirus 
associated with human respiratory disease in China』の41歳男性の重症肺炎の一例報告から
始まった。

• 2019年の12月20日発症。26日に武漢中央病院に入院、20年1月7日には論文がNatureに提
出。Natureに正式論文掲載されるまでの間に、WHOがこの一例報告に対して「新型コロ
ナウイルス」と命名。

• コロナウイルスは1、2、3、4、SARS、MERSの6種類

• この41歳男性の肺胞洗浄液からショットガン方式で取捨選択した遺伝子から「プライ
マー」を設定して、PCR検査を作成。

• 41歳男性の重症肺炎の原因が、この選んだ遺伝子配列にあったとしても、それをもとに
プライマー設定したPCR検査。は、41歳男性の遺伝子配列と合致または類似しているかど
うかを見ている。

x-apple-data-detectors://0
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