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§ワクチン関連トピックス

　第 27 回日本ワクチン学会は、第 64 回日本臨床ウイルス学会との合同学術集会としての開催とな
ります。臨床ウイルス学ならびにワクチン学に関わる様々な領域の多くの皆様のご参加をお待ち申
し上げます。

会　期：2023 年 10 月 21 日（土）～ 22 日（日）
会　場：ホテルアソシア静岡（〒 420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町 56 番地）
会　長： 第 27 回日本ワクチン学会　中野 貴司（川崎医科大学 小児科学）
　　　　第 64 回日本臨床ウイルス学会　田中 敏博（JA 静岡厚生連 静岡厚生病院 小児科）
テーマ：「過去をつむぎ、次世代へつなぐ ～さあ、みんなで、ふじをめざそう！～」
開催形式：現地開催および LIVE 配信（予定）
ホームページ：https://www.vac-cv2023.jp
運営事務局：株式会社メセナフィールドアークス内
                  〒 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-9-2 稲村ビル 3F
                  TEL: 03-5651-7105　FAX: 03-5651-7106
                  E-mail: vac-cv2023@mecenat-net.co.jp

§第 27 回日本ワクチン学会 第 64 回日本臨床ウイルス学会 
合同学術集会開催案内（第 1報）

１．はじめに
　国内においては、ヒトパピローマウイルス（Human Papillomavirus: HPV）ワクチンは、接種後
に多様な症状を認めたことを理由に、 2013 年 6 月以降、約 9 年間積極的接種勧奨の中止が続いた。
その後、国内外から HPV ワクチンの安全性 1,2）、有効性 3-5）が報告された結果、2022 年 4 月以降、よ
うやく積極的接種勧奨が再開されたが、長年に渡り HPV ワクチンの接種率が 1% を下回っていたた
め、積極的接種勧奨再開後も多くの課題が山積している。 

２．今、我々が行うべきこと
１）接種率向上への追加対策
　国内においては、積極的接種勧奨の再開により、HPV ワクチンの接種率が大幅に向上することが
期待されているが、実際に接種率を上げるためにはそれだけでは不十分であり、様々な追加対策が
必要である。
①わかりやすい情報の提供
　前述の通り、学術的には HPV ワクチンの安全性、有効性は既に十分なエビデンスが得られており、
これからの課題は、そのような情報を接種対象者や保護者にどのようにして分かりやすく伝えるか
である。医療従事者からの説明は接種を躊躇している接種対象者や保護者の行動変容に大きく影響
する。ただし、医療従事者から接種対象者や保護者に正確な情報を伝えるためには、まず国やアカ
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デミアから医療従事者自身へ情報提供を行い、統一した方針で説明をすることが非常に重要である。
実際、厚生労働省は医療従事者向けの情報をホームページやリーフレットを通して積極的に提供し
ている 6）。一方で、多忙な日常診療において、医療従事者から接種対象者やその保護者へ説明する機
会は十分確保できないことも多いことから、厚生労働省は、HPV ワクチンに関するわかりやすいメッ
セージを明確に伝えるために、一般の方向け基本情報のリーフレットも提供している 7）。
②実際の接種状況の可視化
　実際に同世代仲間がどの程度接種をしているかを可視化することは、接種受け入れ判断をする上
で非常に重要な点であり、今後、各自治体が公表する HPV ワクチン定期接種率は非常に重要な情報
となる。さらに、例えば神奈川県小児科学会地方会では、産婦人科医会や医師会と協力し、定期・
任意接種を問わず、神奈川県における実際の接種状況を公開する準備を進めている。

２）キャッチアップ接種の推進
　国内には、9 年間に渡り接種機会を逃した接種対象者が多数存在している。具体的には平成 9-11
年生まれの女性における国内 HPV ワクチン接種率は 68.9-78.8% と比較的高率であったが、平成 12 
年生まれ以降は急激に低下し、平成 14 年生まれ以降は 1% 未満となっている。厚生労働省は 2022
年 4 月 -2025 年 3 月までの 3 年間、平成 9-17 年生まれの女性をキャッチアップ接種の対象とし、無
料で接種機会を提供している。積極的接種勧奨の差し控えにより接種機会を逃した世代は既に性的
活動性を有する世代となっており、今後 3 年間で、速やかにキャッチアップ接種をすることは 10-20
年後の国内における子宮頸がん患者を減少させるために非常に重要な点である。

３）多様な症状への対応
　HPV ワクチンとの因果関係は明確ではないが、一部の HPV ワクチン接種者の中には、接種後の
持続的な痛み、倦怠感、運動障害、記憶・認知機能の異常などを訴える患者が一定数存在すること
は事実である。厚生労働省は、そのような患者を受け入れる 84 か所の協力医療機関を設置し、診療
体制を維持している。一方で、いきなり協力医療機関に紹介するのではなく、初期段階では実際に
接種を担当した地域の医療機関において傾聴等の初期対応を行うことも非常に重要である。その際
の診療にあたっては日本医師会・日本医学会は、「HPV ワクチン接種後に生じた症状に対する診療
の手引き」が参考となる 8）。

４）ISRRの理解
　World Health Organization （WHO） は 2019 年に予防接種ストレス関連反応：Immunization 
stress-related response （ISRR） という概念を提唱した 9）。ISRR は予防接種に関する不安から生じる
予防接種後有害事象と説明され、そのストレス反応は生物心理社会モデル （Biopsychosocial model）
に基づいてとらえられており、ワクチン接種中や接種後だけでなく、接種前であっても認める場合
がある。なお、HPV ワクチン接種後に国内で多数報告された複合性局所疼痛症候群 :Complex 
regional pain syndrome （CRPS） や体位性起立頻脈症候群 : Postural orthostatic tachycardia 
syndrome（POTS） は、いずれも ISRR に含まれていない。

３．今後の課題
１）2回接種スケジュール
　現時点では国内の HPV ワクチンは合計 3 回の接種が推奨されているが、近年、多くの国で 2 回接
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種スケジュールが導入されている。さらに WHO は 2022 年、単回接種スケジュールの可能性を提唱
した 10）。接種回数の削減は接種対象者や保護者の時間的・身体的負担軽減だけでなく、コスト削減
の面でも非常に重要な点である。今後、キャッチアップ接種の急激な拡大を認めた場合などは、国
内においても接種回数を減らす議論が必要となる可能性もある。

２）男性接種
　男性であっても HPV 感染後に頭頸部がん、陰茎がん、肛門がん、尖圭コンジローマなどを発症す
る可能性がある。2 価 HPV ワクチン (HPV2) の接種適応に男性を含んでいる国はない。国内におい
ては 2020 年に HPV4 の接種適応が 9 歳以上の男性へ拡大されたが、男児への接種は任意接種のまま
である。HPV9 は海外においては男女ともに接種可能な国が増加しているが、国内においては執筆時
点（2022 年 7 月）では、男性への接種は承認されていない。男性へに接種拡大は、国内における重
要な課題の一つである。

３）HPV9 の定期化
　米国では 2016 年以降、HPV2 と HPV4 の流通が終了し、HPV9 のみが採用されている。一方で国
内においては、HPV9 は任意接種のみ可能であるが、定期接種としての使用が容認されていない。
HPV2、4 が子宮頸がんの原因となる HPV 遺伝子型の 70% をカバーするのに対し、HPV9 では 90%
までさらに広域にカバーできることが知られており、国内においても HPV9 の早期定期接種化が期
待される。

４．終わりに
　世界では既に HPV ワクチンによる子宮頸がんの elimination が真剣に議論されており、HPV ワク
チンは国内における新たな vaccine gap となっている。国内においては、新たに接種対象となる小児
への接種と同時に、接種機会を失った若年成人へのキャッチアップ接種も速やかに行わなければな
らない。
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トピックス II
 

2022-23シーズンの季節性インフルエンザワクチンの接種に関する日本ワクチン学会の見解
（2022年 6月 23日公開）

　現在、新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）は、2022 年 6 月 12 日の時点で、世界中で
5 億 3300 万人以上の感染者と 630 万人以上の死亡が報告されています 1)。我が国においても、2020
年 1 月 15 日に最初の感染者が報告されて以降、2022 年 6 月 20 日現在まで感染者は 9,149,733 例、死
亡者は 31,032 名となりました 2)。
　一方、COVID-19 の流行を受けた感染対策の徹底、国内外の渡航制限・自粛によるものか、インフ
ルエンザの流行はこの 2 年間見られておりません。しかし、2022-23 シーズンの北半球の流行予測を
する指標となる南半球のオーストラリアでは、2022 年 4 月中旬以降からインフルエンザ流行が報告
されています 3)。国内における 2021-22 シーズンの動向、南半球でのインフルエンザ流行状況を鑑み、
本学会は、2022-23 シーズンのインフルエンザワクチンの接種について以下の通り見解をまとめまし
た。

1. 2021-22 シーズンの日本国内におけるインフルエンザの流行状況と感染者
　国内における 2021-22 シーズンのインフルエンザの発生状況において、2021 年第 36 週～ 2022 年
第 10 週時点の定点あたり報告総数は 753 人で、2020-21 シーズン同時期の 1,107 人（推計 1.4 万人）
を下回りました4)。これは、COVID-19の流行以前と比べると明らかに流行の規模は小さいものでした。
一方、国民の年齢別抗体保有状況において、2021-22 シーズンのワクチン株に用いられた 4 つのイン
フルエンザウイルスに対して、ワクチン株ごとの差はありますが、低い抗体保有率を示す年齢群も
散見されています 5)。2020-21 シーズンに引き続き流行規模が小さかったことから 2021-22 シーズン
もインフルエンザ感染者は少なく、その結果として 2022-23 シーズンは、インフルエンザに対する感
受性者のさらなる増加が危惧されます。この状況で、海外から日本への渡航制限が解除されたこと
の影響を受けるなどしてインフルエンザが 3 シーズンぶりに流行した場合、死亡者や重症者の増大、
また COVID-19 と時期を同じくして流行することなどによって、医療負荷の増大が懸念されます。


