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早産児・低出生体重児への予防接種

満期産・正常体重児と同様の暦年齢※で、
推奨される予防接種を受けるべき
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※出生予定日ではなく、
実際の出生日からの月齢・年齢



無呼吸発作への対応

無呼吸発作に注意すべき早産児・低出生体重児

・予防接種前24時間以内に無呼吸発作
・低月齢
・体重2,000g未満

➡接種後48時間は慎重な監視が必要
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※無呼吸発作を生じたとしても、
その後の臨床経過に悪影響を及ぼすことはない
※これらに該当する場合、
日本では入院中の場合がほとんどと推測される



同時接種の際の注意事項

同時接種の注射部位確保困難な場合がある
（体格の問題など）

➡局所反応が増悪することを避けるため、
2週間間隔空けて接種を検討してもよい
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B型肝炎母子感染予防

（原則）満期産・正常体重児と同様に対応
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https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/dl/yobou140317-1.pdf



B型肝炎母子感染予防

出生体重<2,000gの場合
HBVワクチンの計4回接種を考慮（保険適応なし）
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https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/dl/yobou140317-1.pdf

http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/hbboshikansen.pdf

3回目 4回目

出生体重<1,500gの場合は、
生後2か月でHBグロブリン追加接種考慮

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/dl/yobou140317-1.pdf
http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/hbboshikansen.pdf


RSウイルス感染予防

RSウイルス感染予防のための

パリビズマブ投与がある場合

➡通常通り予防接種可能
（パリビズマブは
免疫反応に支障は来さない）
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妊娠中の予防接種

妊婦・胎児/新生児が罹患する場合との

相対的リスク評価で判断される

妊娠前・分娩後の接種に注力すべき
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妊娠中の予防接種 一般的な推奨

推奨されるワクチン
不活化インフルエンザワクチン

（必要であればそれ以外の不活化ワクチン、トキソイド）

禁忌とされるワクチン（原則）
生ワクチン
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免疫不全状態

免疫抑制の種類と程度が重要
免疫抑制の程度に関する一定の一般化が必要

患者家族全体への予防接種勧奨が必要
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免疫不全状態 重度の免疫不全

・B・Tリンパ球がともに障害されている原発性免疫不全症
・癌の化学療法中
・HIV 5歳以上でCD4+<200/mm3

5歳未満でCD4+15%未満
・連日の副腎皮質ステロイド薬治療、プレドニゾロンあるいは
同投薬換算で≥20mg（10㎏未満の患者では＞2mg/kg/day）を
14日間以上うけた患者
・特定の生物学的免疫調整薬の投与あり

アダリムマブ、セルトリズマブ、インフリキシマブ、
エタネルセプト、ゴリムマブ、リツキシマブ

・固形臓器移植を受けて2か月未満
・造血幹細胞移植を受けて2か月未満（さらに長期間の場合も）

移植片の種類、提供者の別、幹細胞の調達源及び
移植片宿主病（GVHD）のような移植後合併症と
その治療内容に応じ、長期間に及ぶ高度の免疫抑制状態と
なり得る（同種移植の方が自家移植より長期となる）
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免疫不全状態 軽度の免疫不全

・HIVで無症状かつ
5歳以上でCD4+ 200-499/mm3
5歳未満でCD4+ 15-24%

・高度免疫不全よりは低水準の
副腎皮質ステロイド薬全身投与を14日以上、
連日あるいは隔日で受けている患者
・メソトレキセート≤0.4mg/kg/week
・アザチオプリン≤3mg/kg/day
・6メルカプトプリン≤1.5mg/kg/day
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ワクチン接種の時期

免疫抑制剤投与が計画されている場合、

免疫抑制状態になる以前の適切な時期に
ワクチン接種がなされるべき

生ワクチンは免疫抑制の4週間以上前

不活化ワクチンは免疫抑制の2週間以上前
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免疫抑制状態と予防接種のタイミング

ワクチンの最も安全で有効な接種タイミングを
明確に提示することは困難

免疫再構築に要する期間は免疫抑制療法、
放射線療法、基礎疾患の強度、種類および
その他の要因によって異なるため

➡その疾患の主治医との情報共有が必須
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原発性免疫不全症

補体機能異常もしくは食細胞障害のみ
の場合はスケジュール通りに予防接種を
できる場合が多い

基本的に主治医に確認が必要
（例えば、慢性肉芽腫症ではBCG禁忌）
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続発性免疫不全症

基礎疾患、免疫抑制療法、感染症罹患歴などを
考慮する必要がある

基本的に主治医に確認が必要
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免疫不全状態の児の家族

家族の予防接種が最も重要

予防接種スケジュールに則ったワクチンを

接種すべき
（もし国内未承認の弱毒生インフルエンザワクチン接種した場合、

7日間は免疫不全状態の児と接触を避ける）
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副腎皮質ステロイド薬
不活化ワクチン接種指針

不活化ワクチンは

免疫抑制の2週間以上前までに完遂する

不活化ワクチンが治療開始前までに完遂されな
かった場合、ステロイド投与下でも接種可能
（但し短期間のステロイド治療の場合は、
一次的に予防接種延期検討）
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副腎皮質ステロイド薬
生ワクチン接種指針

生ワクチンは免疫抑制の4週間以上前までに完遂する

局所投与/注射、エアロゾル噴霧投与、生理的補充療法、
連日 or 隔日の少量 or 中等量のステロイド全身投与
（2mg/kg/day未満相当もしくは体重10㎏超えて20mg/day未満）
➡通常通り接種可能

14日未満の連日 or 隔日の大量ステロイド全身投与
（2mg/kg/day以上相当もしくは体重10㎏超えて20mg/day以上）

➡中止後直ちに通常通り接種可
（一部の専門家は2週間生ワクチン延期を推奨）

14日以上の連日 or 隔日の大量ステロイド全身投与
（2mg/kg/day以上相当もしくは体重10㎏超えて20mg/day以上）
➡中止後少なくとも4週間が経過するまで生ワクチン接種不可
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炎症抑制のための生体反応修飾物質

強力な免疫抑制反応があると考えるべき

生ワクチン
治療中から治療中止後数週から数か月は禁忌

不活化ワクチン
年齢相当もしくはキャッチアップスケジュールに
準じて接種が推奨される
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造血幹細胞移植後

開始基準

不活化ワクチン：
移植後６ or 12か月経過、GVHD増悪がない
生ワクチン：
移植後24か月経過、慢性GVHDなし、
免疫抑制剤投与なし（輸血や抗体製剤投与ある場合は別スライド参照）

主治医と接種医の協力が必要
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造血細胞移植ガイドラインー予防接種（第3版）

https://www.jshct.com/uploads/files/guideline/01_05_vaccination_ver03.pdf



固形臓器移植

可能な限り術前に免疫状態を勘案して、
推奨される接種スケジュールを完遂する

主治医と接種医の協力が必要
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成人臓器移植予防接種ガイドライン2018年版
http://www.asas.or.jp/jst/news/doc/20200512_1.pdf

移植前
免疫抑制開始から

移植後

不活化ワクチン

インフルエンザ 2週間以上前まで 移植後1か月以降

それ以外 移植後3-6か月以降

生ワクチン 4週間以上前まで 原則禁忌



HIV感染症

ロタウイルスワクチン、不活化ワクチン
➡スケジュール通り接種可能

ロタ以外の生ワクチン
➡CD4+>15%であれば接種可能

主治医と接種医の協力が必要
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HIV感染症とその合併症 診断と治療ハンドブック 解説編 小児のHIV感染症

http://www.acc.ncgm.go.jp/medics/treatment/handbook/part3/sec07.html



無脾症/機能的無脾症

分類
外科的無脾（外傷後、溶血状態の治療など）
機能的無脾症（鎌状赤血球症、地中海貧血など）
先天的無脾症 or 多脾症

莢膜を有する細菌で、致死率の高い劇症型菌血症の
発症リスク大（外傷・鎌状赤血球症の場合で350倍）

年長児より幼児で高く、
外科的脾摘直後の数年間でさらに高い
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外科的に脾臓が摘出される場合

予定手術

2週間前までに必要なワクチン接種を完了

緊急手術もしくは
ワクチン接種が完遂できなかった場合

術後2週間以上空けて、ワクチン接種を行う
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無脾症/機能的無脾症と予防接種

推奨される予防接種スケジュールに加え

2歳以上で
・多糖体肺炎球菌ワクチン（保険適用）
・4価結合型髄膜炎菌ワクチン
（エクリズマブ、ラブリズマブ投与患者の場合にのみ保険適用
無脾症での保険適用はなく、任意接種）
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けいれん発作の既往歴
あるいは家族歴を有する小児の予防接種

けいれん発作の原因が判明していることが重要

・熱性けいれんもしくは神経疾患の診断あり
・症状が落ち着いている

➡通常通り接種可能

但し、けいれん発作の原因精査中は
一時的に見合わせも検討
※予防接種でけいれん発作が誘発される、
というよりは予防接種後の発熱に伴うもの
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免疫グロブリンや血液製剤を
投与された人の予防接種

免疫グロブリン投与・輸血後

3～11か月以内の生ワクチン接種
➡免疫性が低下することがある
（その生ワクチンは効果なしと考える）

免疫グロブリン・輸血が影響しないもの
➡黄熱ワクチン、ロタウイルスワクチン、BCG

不活化ワクチンに対する抗体反応は阻害しない
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免疫グロブリンと予防接種間隔

適応
（製剤）

投与方法
投与量

U or mL

投与量
mg（IgG/kg）

間隔
（月）

RSV感染症予防
（パリビズマブ）

筋注 15 0

破傷風予防
（破傷風免疫グロブリン）

筋注 250U 10 3

B型肝炎予防
（B型肝炎免疫グロブリン）

筋注 0.16-0.24mL/kg 3

特発性血小板減少性紫斑病
ギランバレー症候群 など
（免疫グロブリン）

静注 400-2,000 8-11

川崎病の急性期
（免疫グロブリン）

静注 2,000 11
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輸血と予防接種間隔

製剤 投与方法
投与量

U or mL

投与量
mg（IgG/kg）

間隔
（月）

洗浄赤血球 静注 10mL/kg 無視可能 0

赤血球 静注 10mL/kg 10 3

濃厚赤血球 静注 10mL/kg 20-60 5

全血 静注 10mL/kg 80-100 6

血漿
血小板製剤

静注 10mL/kg 160 7
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