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あらかじめ混合されていない複数のワクチンの同
時接種について （2011年１月）

Answer

あらかじめ混合されていない複数のワクチンの
接種は、不活化ワクチン及びトキソイド接種の場
合は６日以上、生ワクチン接種の場合は27日以上
の間隔をあけて次のワクチンの接種を行う。ただ
し、医師が必要と認めた場合には、同時接種する
ことができるとされている。１）

以前の予防接種実施規則においては、副作用が
起きた場合、各ワクチンの原因責任を明らかにす
るための分離政策として、他ワクチンとの同時な
いし、１ヵ月以内の連続接種を禁忌としていたが、
予防接種法改正によりワクチンの同時接種は医師
の判断で実施可能となった。現在、予防接種ガイ
ドライン2010年度版や定期（一類疾病）の予防接
種実施要領において、「二種類以上の予防接種を同
時に同一の接種対象者に対して行う同時接種は、
医師が特に必要と認めた場合に行うことができる」
と明記され、一部のワクチン製剤の添付文書※１に
も同時接種に関する事項が記載されている。
なお、同時接種に当たっては、混合して接種し
てはならず、また、同一部位に接種するのを避け
て、別々の腕に接種することが望ましいとされて
いる。1），2），3），4），5），9）

※１： インフルエンザHAワクチンやＡ型インフルエンザHAワ
クチン（H1N1株）［輸入ワクチンであるアレパンリック
ス（H1N1）筋注を除く］、乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチ
ン（アクトヒブ）、肺炎球菌ワクチン（ニューモバック

スNP、プレベナー水性懸濁皮下注）9）

■「日本小児科学会の予防接種の同時接種に対す
る考え方」6）

【日本小児科学会ホームページ（http://www.
jpeds.or.jp/saisin/saisin_1101182.pdf）より一

部抜粋】

日本小児科学会は、ワクチンの同時接種は、
日本の子どもたちをワクチンで予防できる病気
から守るために必要な医療行為であると考える。
尚、同時接種を行う際、以下の点について留
意する必要がある。
１）複数のワクチンを１つのシリンジに混ぜて
接種しない。

２） 皮下接種部位の候補場所として、上腕外側
ならびに大腿前外側があげられる。

３） 上腕ならびに大腿の同側の近い部位に接種
する際、接種部位の局所反応が出た場合に
重ならないように、少なくとも2.5cm以上あ
ける。

〈参考〉海外における複数のワクチンの同時接種に
ついて 7），8）

海外では広く同時接種が行われ、いくつかの組
み合わせにつきその安全性と有効性に関する知見
が蓄積されている。
Red Book2003※2において、複数ワクチンの同
時接種について、「乳児や小児に定期接種のワクチ
ンとして推奨されているワクチンに関しては、複
数ワクチンを同時に接種することは禁忌ではない。
一般に一つのワクチンに対する免疫反応が、他の
ワクチンの免疫反応を干渉することはないが、例
外としてコレラワクチンと黄熱ワクチンを同時あ
るいは１～３週間間隔で接種した場合に、免疫原
性が減弱する。同時接種を行う際には、別々の注
射器を使用し異なる部位に接種すべきであり、同
一肢に注射する場合には局所反応がどのワクチン
によるものかを識別できるように接種部位を少な
くとも１インチ（2.54cm）離すべきである。個別
のワクチンは、同一注射器を使用しての接種が特
別に認可されている場合を除き、決して注射器内
で混合すべきではない。」等と述べられている。
※２：米国小児科学会により編集された小児感染症の手引き
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７） 第４回予防接種に関する検討会資料 資料５ 同
時接種についての考え方（2005.1.14），厚生労
働省，2005

８） 海外赴任と予防接種（2010年１月）４ 日本と
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〈執筆協力会社〉㈱メディセオ 薬事管理部DIグループ

手指についたノロウイルスの消毒は、どうすれば
いいですか

Answer

手指についた（と想定される）ノロウイルスの
消毒に、適当な消毒剤はありません。

患者からの吐物などウイルスを含む汚染物の処
理には、ウイルスの感染性がなくなる濃度（200
以上1000ppm程度）の次亜塩素酸ナトリウム液
（0.1％）では、手が荒れるなどの問題があり、ま
た調理器具や衣服・ドアノブなどの環境の消毒に
は低濃度希釈液（0.02％）ですが、10分（～30分）
間以上接触させる必要があり、また熱水を用いた
不活化には80～85℃以上で１分間以上接触させる
こととされ、手指の感染防止策としていずれも現
実的ではありません。消毒の基本は、病原体の数
を減らすことにあり、まず手をよく洗うことが重
要です。
厚生労働省「ノロウイルスに関するQ&A」

（H.22/11改定版）『Ｑ15：手洗いはどのようにすれ
ばいいのですか』の回答では、（要旨）…せっけん
を泡立てて手をしっかりと洗い、ウイルスを落と
すこと…と基本の重要性を述べています。
・20％～80％濃度のエタノール単独では、ウイル
ス不活化効果は認められませんが、「リン酸」を
添加することで、不活化効果を強めるとの報告
があります。

《まとめ》
汚染処理などの作業では、手袋をすることが大
前提。念入りな石けん手洗いと流水すすぎにより、
ウイルス量をまず100分の1程度まで除き、さら
に速乾性手指消毒薬（エタノール加）で10分の1
とすることで、全体として1000分の1程度まで減
少させられると期待されます（数値は説明用概略
値）。
【参考資料】
・月刊卸薬業34：164（2010） 卸DI実例集「ノロウ
イルスによる食中毒について」
・厚生労働省HP「ノロウイルスに関するQ&A」
（H22/11/15 最終改定）
・国立感染症研究所感染症情報センターHP「ノロ
ウイルス感染症とその対応・予防」（2006年12月
18日版） 
・東京都、千葉県、富山県などのHP
・メルシャン㈱「エークイック®」技術資料（日本
食品工学会年次大会2009年発表）

〈執筆協力会社〉中北薬品㈱高岡支店
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■「緊急避妊」に適応をもつ医療用医薬品6），7）［薬価基準未収載医薬品、処方せん医薬品］ （2011年２月現在）

商品名（会社名） ノルレボ錠0.75mg（あすか製薬－武田）
［製造販売承認了承（2011年２月23日付）、発売は2011年５月中旬予定］

成分・含量（１錠中） レボノルゲストレル 0.75mg

効能又は効果

緊急避妊
〈効能又は効果に関連する使用上の注意〉
１．本剤投与により完全に妊娠を阻止することはできない。
２．本剤は、避妊措置に失敗した又は避妊措置を講じなかった性交後に緊急的に用いる
ものであり、通常の経口避妊薬のように計画的に妊娠を回避するものではない。

用法及び用量
性交後72時間以内にレボノルゲストレルとして1.5mgを１回経口投与する。
〈用法及び用量に関連する使用上の注意〉
本剤を投与する際には、できる限り速やかに服用するよう指導すること。

〈参考〉その他の主な緊急避妊法（適応外使用）1），4），5）

方　　　法 概要（特長等）

Yuzpe（ヤツペ）法※３

エチニルエストラジオール0.1mgとノル
ゲストレル１mgを、無防備な性交後72
時間以内とその12時間後の２回投与

我が国で広く行われている
妊娠予防効果は極めて高い（妊娠率は１～
３％）
副作用の発現率が低い

ダナゾール
ダナゾールを、無防備な性交後72時間以
内とその12時間後に400mgを2回投与

エストロゲン禁忌の女性に向いている

子宮内避妊具（IUD）

無防備な性交後５ないし10日以内に子宮
内避妊具を挿入

避妊効果は高く、またその後は通常の避妊
法として使用し続けることができる。IUD
の挿入に際し、骨盤内感染症のリスクが高
まるので、性感染症の危険性の高い女性、
特に10代の女性などに使用すべきではない

※３：我が国で販売されているエチニルエストラジオールとノルゲストレルの配合剤 5），7） （2011年２月現在）

商品名（会社名） 成分・含量（１錠中） 効能又は効果
プラノバール配合錠
（あすか製薬－武田）

ノルゲストレル 0.5mg、
エチニルエストラジオール 0.05mg

機能性子宮出血、月経困難症、月経周期異
常（稀発月経、頻発月経）、過多月経、子宮
内膜症、卵巣機能不全
注：緊急避妊の目的で使用する場合は適応
外使用

◆詳細については製品添付文書等で確認のこと。

緊急避妊法に使用する薬剤は （2011年２月）

Answer

わが国では、避妊法として広くコンドームが使
用されているにもかかわらず、2009年度の人工妊
娠中絶件数は22万3,405件であった。近年、望まな
い妊娠を回避する手段として、我が国でも緊急避
妊法への関心が高まりつつある。1），2）

緊急避妊法（Emergency Contraception：EC）※1

とは、避妊しなかった、避妊に失敗した等に引き続
いて起こる可能性のある妊娠を回避するために用い
られる方法で、大きく分けて薬剤を用いる方法と子
宮内避妊具（IUD）を用いる方法がある。３），４）

WHOは効果と副作用の点からレボノルゲスト
レル単独剤による緊急避妊法を第一に推奨してお
り、諸外国ではレボノルゲストレル単独剤※２が
緊急避妊法の主流となっている。しかしながら我
が国においては、今まで公に承認された緊急避妊
法はなく、適応外使用でYuzpe（ヤツペ）法やダ
ナゾール、子宮内避妊具（IUD）等を用いる方法
等が行われていた。この度、我が国においても待
たれていたレボノルゲストレル単独剤の承認が、
2011年２月23日付で了承された。3），4），5），7）
※１： 性交後避妊やモーニングアフターピル等と呼ばれること

があるが、一般には緊急避妊法という用語が使われる。3）

※２： 諸外国では、｢Plan B｣ や ｢Postinor｣、｢Norlevo｣ 等の
商品名で広く普及している。5）
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【参考資料】
１） Global Standardの視点からの医療（31）各論 
緊急避妊法の現状と展望，北村邦夫，治療，
84・４，162-168，2002

２） 平成21年度衛生行政報告例結果の概況 ５ 母体
保護関係，厚生労働省（2011年１月時点）

 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/
eisei/09/dl/kekka5.pdf

３） 特集 新しいホルモン製剤の使い方 低用量経口
避妊薬と緊急避妊法，北村邦夫，産婦人科の
実際，59・1，45-52，2010

４） 各論ピル２ OCと緊急避妊，谷口佳代他，知っ
ておきたい今日のホルモン療法 産婦人科治療 

増刊，98，239-243，2009
５） 緊急避妊法の実際と有用性，北村邦夫，産婦
人科の実際，53・５，769-774，2004

６）３ 医薬品ノルレボ錠0.75mgの生物由来製品及
び特定生物由来製品の指定の要否、製造販売
承認の可否、再審査期間の指定並びに毒薬又
は劇薬の指定の要否について，薬事･食品衛生
審議会薬事分科会，薬事･食品衛生審議会薬事
分科会［報道発表用資料］，2010.12.24

７） 製品添付文書、医薬品インタービューフォー
ム、メーカー案内文書

〈執筆協力会社〉㈱メディセオ 薬事管理部DIグループ


