
「インフルエンザ全国ネットワーク時代」の資料を後世に！ 
－母里さんの遺志を継承するための提案－ 

2021.12.26 母里さんを偲ぶ会にて 

ＭＭＲ被害児を救援する会 

事務局長 栗原 敦 

 

【提案したいこと】 

インフルエンザワクチンの接種、学校での集団接種に歯止めをかけた市民運

動に関する記録を収集し、後世のために継承すること。 

母里さんを偲んで集まった私たちが、関係者に呼びかけてはどうでしょうか。 

80 年代、仮に 40 代の養教さんが活動したとすれば、40 年経過していますか

ら、80 代ですし、もう手遅れ的な感じですが、個人で所蔵するもの、教組に所

蔵されているもの、市民が所蔵しているもの、自治体職員、自治労あたりに所蔵

されているものが想定されます。 

 

【趣旨】 

1948-50 ジフテリア事件が忘れられようとするころ、1970 年、種痘禍を契機

に被害者があつまり、国の伝染病予防調査会が進めていた見直しと相俟って救

済、法改正が動き出すも、被害者は訴訟へ。その後の過程で、前橋の検証（レポ

ート）があり、その結果に依拠し、学校現場の集団接種廃止を求める動き、自治

体接種現場で古くから潜在していただろう事故発生への不安（旧厚生省公衆衛

生局「防疫事例集」1958 にある）から自治体関係者と、被害者周辺の市民の運

動として展開、「インフルエンザ全国ネットワーク」が誕生（88.9 加盟 60団体）、

それがＭＭＲを契機にワクチントークへ移行しつつ、予防接種法 1994年改正へ

の原動力となっていった。戦後の予防接種被害者、市民運動の一連の流れを描き

記憶に残せるよう、そのために廃棄寸前の資料を後世に継承すべき段階かと思

います。 

そのことは亡くなられた母里さんや大阪の藤井俊介さん（東京訴訟原告、全国

予防接種被害者の会初代事務局長、2021.7 没）の意思を継承することかと思い

ます。我々ができないとしても、後に誰かができるようにしておくことが肝要か

と思います。 

 

【当面の課題】 

 呼びかけの主体となる組織、保管場所の確保をどうするか。 

 所蔵者が、手元の資料のリストを作り、それを集約してみることから。 

 

連絡先：コンシューマネットジャパン（古賀）ワクチントーク全国（青野）ＭＭＲ被害児を救援する会（栗原）↓ 

ｍｍｒ＠osaka.email.ne.jp 

０８０－５３４７－４５３３ 
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国政調査権による調査活動 

 
 
 
 

ＭＭＲ被害児を救援する会会員 栗 原  敦 

 
 

【執筆者プロフィール】 
ここ 20 数年長男のおたふくかぜワクチン（阪大微研会製）接種後の副作用被害（1983、てんかん・知的

障害など、1986 救済、2007 現在障害年金 1 級受給）を体験したことから、救済をはじめとした薬事行政、
そして予防接種行政にも強い関心をもちつづけてきた。おたふくかぜワクチンの接種は当時も今も、予防接
種法に定められた法定接種ではなく、自己負担で任意に受けさせる予防接種であり、被害は医薬品副作
用被害救済制度（1979 設立の医薬品副作用被害救済基金が 1980 より運用、2004 からは独立行政法人
医薬品医療機器総合機構へ）により救済されるものである。長男の被害が救済されたことから、メーカー阪
大微研会と販売元田辺製薬を相手に損害賠償請求の調停を申立て、1989 年 2 月に和解した（代理人中
島晃弁護士）が、その直後 4 月に導入されたＭＭＲで事故多発、93 年 4 月「当面接種見合わせ」とほぼ同
時に、薬事法違反の容疑で阪大微研会へ国の調査が入ったことを知り、自ずとＭＭＲワクチン被害者の訴
訟を我がことのごとく支援することになった。 

なぜならば、長男の身に事故を招いたおたふくかぜワクチンは、阪大微研会製ウラベ Am-9 株で、1981
年国産第 1 号ワクチンとして市販開始、その株は羊膜培養という方法で製造され、MMR 事件の結果からし
て細胞培養ワクチンより毒性の強いものと推定され、事故を多発させた MMR 統一株ワクチン（製造法の無
断変更＝薬事法違反）に含まれていたものと同一であったからである。 

 
 
1. ＭＭＲ訴訟以前の被害者・市民運動 

 
GHQ による占領の時代、矢継ぎ早に指示された

伝染病対策の過程で、１９４８年６月に予防接種法が

制定され、罰金３千円を課した「強制無補償」という世

界に類まれな接種体制が被害者を生んでいく。その

年１１月に発生した京都・島根ジフテリア予防接種禍

事件は、ずさんな製造過程・国家検定から毒性をもっ

たワクチン（１ロット１，０００本の内５００本）が使用され

たことで死亡児８４名を含む被害児総数約１，０００名

の、世界史上最大の予防接種事故となった。（京都

府衛生部編「京都ジフテリア予防接種禍記録」1950、

厚生省公衆衛生局編「防疫事例集」下巻 1958、Sir 
Graham S.Wilson, The hazards of 
immunization, 1967 などによる） 

その事件の被害者たちは、予防接種法の廃止もし

くは補償法の制定を要求した。しかし、予防接種被害

の救済が具体的に始まるのは１９７０年に種痘禍が社

会問題化し、その被害者家族を中心に同年６月予防

接種事故防止推進会が組織され、その直後の閣議

了解による救済措置からで、１９４８年から２０数年を

要している。さらに救済制度が法制化されるのは１９７

６年予防接種法改正による。 

１９４８年事件の被害者は政府の責任回避策と強圧

的な事態収拾により訴訟提起に至らず、その後に起

こる各地の接種事故といくつかの訴訟が散見される

がすべて取り下げられている。前述の予防接種事故

1 MMR 以前の被害者・市民運動 
2 文書提出命令の申立、却下 
3 質問主意書と資料要求 
4 訴訟以前の国会質疑 

MMMMMMRRR

1970.6.22 

朝日新聞 

ＭＭＲ訴訟弁護団編著

「　　　　　　　　　　　　　　」（2007.7）
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防止推進会に結集した被害者家族が提起し、１９７３

年に始まる集団訴訟（東京地裁）以後の四大訴訟が

１９９０年代まで２０数年をかけた被害者の闘いとして

展開し、その成果のひとつとして予防接種法の大改

正があった（1994）。 

 
表６ 予防接種被害救済へのみちのり 

1948.6 予防接種法制定、7 月施行 
1948.11 京都・島根ジフテリア予防接種禍事件⇒「補償法制定」の要求 
1950.3.31 京都府衛生部『京都ジフテリア予防接種禍記録』刊行 
1955.6.2 弘前大医学部佐々木直亮「ワクチン禍に国家補償を」（朝日新聞「声」投稿） 

1958.3－6 厚生省公衆衛生局編『防疫事例集』下巻で予防接種事故 11 件が記述された 
同書に一部の県衛生担当部局の「国家補償制度を求める」見解あり 

1967.3 
－1968.4 

梅田敏郎が「ワクチン物語」（「科学朝日」の連載）で過去 20 年の予防接種による死亡者が
数百名であることなどを指摘 

1968.5.31 厚生大臣が伝染病予防調査会に「今後の伝染病予防対策のあり方」について諮問 
1970.5－6 種痘禍(武田薬品)が社会問題化（昭和 45）5.18～6.30 読売新聞に 46 件の記事 

1970.6.15 伝染病予防調査会中間答申「これまでの伝染病予防体系を根本的に再検討すべき」 
強制・義務、対象疾病の見直し、救済措置など 

1970.6.21 種痘被害者を中心に予防接種事故防止推進会が結成される（東京） 
1970.7.31 閣議了解による救済措置が決まる→9.28 事務次官通知がでる 
1971 予防接種法改正 
1971－72 1948 ジフテリア予防接種禍事件「補償問題再燃」（京都市会、京都府議会、国会） 
1972 『予防接種禍を訴える』（被害者の手記） 『ワクチン禍研究１号』吉原(1983 まで 40 号) 
1973.6.19 予防接種禍集団訴訟が提起される（東京地裁、以後名古屋・大阪・福岡地裁へ） 
1975.12.22 東京訴訟原告吉原賢二『私憤から公憤へ－社会問題としてのワクチン禍－』刊行 
1976 予防接種法改正（罰金の廃止、健康被害救済制度の創設→ジ禍事件から 28 年め） 

1990 東京訴訟原告野口正行『予防接種禍と行政の責任－これでは子供や孫に予防接種を受
けさせられない』（予防接種被害者恒久対策協議会）刊行 

1992.9.30 『あぶないぞ予防接種』レオン・チャイトー著藤井俊介訳 
1992.12 東京訴訟控訴審勝訴、丹羽厚相控訴断念・謝罪会見 
1994.6 予防接種法改正（義務接種廃止、救済制度の充実へ） 

2007.6 予防接種情報センター京都 栗原作成

 
被害者の裁判闘争と並行して、市民運動も展開し

ていく。東京訴訟の原告のひとり、元全国予防接種

被害者の会事務局長藤井俊介氏によると１９８５年静

岡で開催された「第１回どうする予防接種 全国シン

ポジュウム」が市民運動の原点だという。そこで注目さ

れたのがインフルエンザ予防接種であった。 
１９７９年１１月前橋市は、ワクチン接種後の痙攣発

作患者の出現を契機に学校でのインフルエンザワク

チンの集団接種を取りやめた。同市医師会はただ止

めるだけではなく、１９８０-８１年から８５-８６年までの、

６年間に及ぶ同市でのインフルエンザ流行状況を集

積し、接種を継続した近接地域と比較調査を実施。

ワクチン中止前後で同市及び群馬県の超過死亡は

全く変化していないこと、高崎市など、周囲の接種地

域と比較しても、地域全体のインフルエンザ様疾患の

発症に差異の見られないことを示した（前橋市インフ

ルエンザ研究班由上修三ら「ワクチン非接種地域に

おけるインフルエンザ流行状況」トヨタ財団助成によ

る研究報告 1987.１）。また米国の視察団が日本の学

童への集団接種について、評価できない旨の調査

報告を出している（1980）。さらに厚生省の研究班の

報告取りまとめにおいて不可解な経緯があった。 
この前橋レポートの公表を契機にインフルエンザワ

クチンへの不信感が一気に社会問題化するごとく、

同年 2 月に「インフルエンザ全国ネットワーク」が誕生

している（88.9 加盟 60 団体）。それより先１９８４年５

月には「損失補償」で原告勝訴（東京訴訟の一審）判

決がくだっている。やがてインフルエンザ集団予防接

種に反対する、市民・養護教諭・自治体職員による市

民運動が隆盛する時期であり、接種率の低下と集団

接種を中止する自治体の増加が著しい。ＭＭＲ被害

児Ａ君の接種地Ｔ市も早い時期に中止する自治体の

ひとつであり、接種後の副反応を追跡するためのは

がきを保護者に渡すなど独自の体制を組んだことで

知られていた。全国ネットは年に１、２回の集会を各

地で開催し、毎年のインフルエンザの接種率低下と

中止自治体数の増加ぶりを集計している。 
そしてこの運動の過程でＭＭＲワクチンの製造承
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認と導入が決定されて行く（1988）。業界サイドから

見るとドル箱としてのインフルエンザワクチン接種が

衰退し、その後継としてＭＭＲ接種推進が期待され

ていた。ＭＭＲの事故多発とインフルエンザワクチン

終焉への歩みは重なり合い、ＭＭＲ「当面接種見合

わせ」の翌年改正された予防接種法の対象疾病から

除外された（1994）。運動の担い手もインフルエンザ

全国ネットワークから「子どものためのワクチントーク」

（１９９０．８大阪で結成、代表毛利子来医師）へと引き

継がれて行くこととなる。その取り組みのひとつに

MMR ワクチンが据えられ、関係団体による自治体へ

の副作用情報等の情報公開と MMR の中止を求め

る動きがたかまっていった。 
 
2. 文書提出命令の申立と却下 

 
医療被害や薬害・副作用被害の訴訟において、決

定的に情報不足の被害者側が因果関係の証明を求

められることに大きな関門がある。このＭＭＲ事件で

は、従来の予防接種禍訴訟とは違い、被告阪大微研

会の薬事法違反により、製造承認されたものとは異な

るＭＭＲワクチンが製造販売され、国が推進した接種

において薬事法上「医薬品とはいえないワクチン」が 

使用された事実、及び副作用多発にもかかわらず、

被告国は早期に中止せずに被害を拡大させたことか

ら、薬事行政と予防接種行政の双方の責任を問うも

のとなった。前者の所管は当時の薬務局（現医薬食

品局）、後者のそれは当時の保健医療局（現健康局）

であった。 
一審の長い裁判の中で原告も支援者もともに、国

の責任を立証する際に必須の文書を国が法廷に出

さないことに苛立ちを覚えていた。提訴から７年め、

文書提出命令の申立が行なわれたが、それは棄却さ

れた（大阪地裁平１２(ﾓ)第１０２４２号、文書提出命令

申立事件、平１３．５．２第２３民事部決定、判例タイム

ズ１０９５及び１１２５等を参照のこと）。 
提出を求めた文書を表７に示した。 
専門的な議論はさておき、法律は時に市民生活に

おける常識とかけ離れることがある。公正に事実を判

断しようとするならば、最大限の材料を集めねばなる

まいに、明らかに存在するだろう文書をみないで立証

せよと要求する、または自ら判決を下すという、裁判

所の限界があることを知らされた。 
そのことは、２００１年以後、開示請求や国会議員

の資料要求によって難なく国の資料を入手できた時、

なおいっそう司法の非力というか法律の限界を痛感

したものだった。そのことは次項で述べることとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 質問主意書と資料要求 
 

（1）薬害被害者団体、国会との連携 
１９９９年１０月全国薬害被害者団体連絡協議会

（略称：薬被連）結成にＭＭＲ被害児を救援する会が

参加し、０２年５月の一審結審直後から、原告と支援

者が薬被連関係者の経験に学び法廷の外、国会を

経由した訴訟支援がはじまった。以下にその概要を

紹介する。 
一次提訴の原告（Ａ君、Ｂ君の両親）と支援者は、

予防接種法に基づく救済が拒否されたのち、１９９２

年６月ＭＭＲ被害児を救援する会を組織した。また、

１９９３年１２月提訴において、先述の通りワクチンの

欠陥性を問題にし、薬事行政と予防接種行政の双方

を対象にしたことから、ワクチン以外の医薬品のいわ

ゆる薬害事件との接点をもった予防接種禍訴訟とな

1 MMR ワクチンの製造承認申請資料の｢外国における使用状況に関する資料｣ 開示請求へ① 

2 MMR ワクチンに関する副作用報告書 議員資料要求へ② 

3 MMR ワクチン製造承認にかかわる中央薬事審議会、同生物学的製剤調査会に

提出された資料及び同調査会の議事録一切 ①と② 

4 

平成元年 9 月 8 日、同年 10 月 25 日、同年 12 月 20 日及び平成 5 年 4 月 27
日に開催された公衆衛生審議会伝染病予防部会に提出された MMR ワクチン接

種後の無菌性髄膜炎及び脳炎･脳症等の重篤な後遺症又は死亡例にかかるデ

ータ、副作用報告資料並びに各部会及び委員会の議事録一切 

①と② 

5 厚生省が実施した全国モニタリング調査における副反応報告書の原資料 ② 

6 
Ｂ君について、従来の判断を覆し、予防接種健康被害救済認定制度に基づき死

亡一時金給付を決定するに至った公衆衛生審議会、同予防接種部会及び同健

康被害認定部会に提出された各資料及び各議事録一切 

議事録は乙第 79 号

証として国が提出 

表７ 文書提出命令申立の内容                 （↑その後の入手）


