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病院職員のインフルエンザ予防接種におけるリスクと有効性の検討

発 表 者 道具 祐耶 （富山県：金沢医科大学氷見市民病院 看護部）

共同研究者 水野 宅郎
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どの医療機関においても施設内でのインフル

エンザ感染症対策の一環として予防接種をおこ

なっている。当院でも毎年多くのスタッフがイ

ンフルエンザの予防接種を行う。インフルエン

ザの予防接種のガイドライン１）では６０歳以上の一

部の疾患を持つ者、６５歳以上の高齢者に対する

重症化・発症を防ぐエビデンスはあるといわれ

ている。医療従事者に関しては、厚生労働省の

院内感染対策マニュアル作成のための手引きに

おいて、患者に接する医療従事者はインフルエ

ンザワクチンの接種を受ける２）３）ことが推奨され

ている（エビデンスレベル�A）。

一方、予防接種の副作用に関して、接種局所

の症状は１０－２０％、全身性の反応は５－１０％に

出現するという研究結果もある４）。
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接種群・非接種群における発症の差と治療期

間、接種に伴う副作用の出現状況を研究し、そ

の違いにおいて予防接種の有効性とリスクにつ

いて明らかにする。
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当院における、インフルエンザの予防接種状況

と、その効果について接種と非接種者にどの様

な違いがあるのかを明らかにする。それにより

接種時の問診・informed consent（以下 IC）の重

要性がわかる。また、結果が明らかになること

で当院の希望接種者が今一度インフルエンザワ

クチン接種に関して理解を持つことができる。

� 方法
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１ 研究デザイン：質問紙調査研究

２ 研究対象者・研究期間：当院職員４０７名〔内

委託業者含む〕に２０１１／１２シーズンのイン

フルエンザ予防接種に関するアンケートを

実施する。

３ データ収集の方法：アンケートの回収とそ

の分析を行う。

４ アンケート内容：

�年齢・男女層
�接種群・非接種群の分析・罹患の有無
�接種・非接種群における平均治療期間・
平均就業期間

�接種群における治療方法
�接種群における副作用の出現状況とその
内訳（症状は複数回答可）

５ データの分析方法：選択回答については、

単純集計にて分析を行った。結果、考察に

ついては、共同研究者と信頼性・妥当性に

ついて検討した。

６ 倫理的配慮：当院職員に質問紙法を用いて

インフルエンザ予防接種に関する無記名の

アンケートを実施する。アンケートにはあ

らかじめ別紙に研究の目的・回答者に不利

益が生じないことを証明する文章を記載

し、質問紙の提出をもって同意とした。ま

た、アンケートは統計が取れ次第処分する。

	 結果

有効回答は２７０例あり、有効回答率は６６％で

あった。
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対象者の年齢構成は、３０歳以下５０名［１８％］、

３０歳代６１名［２３％］、４０歳代７０名［２６％］、５０歳
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代６１名［２３％］、６０歳代以上２８名［１０％］であっ

た。男女比は男性６５名、女性２０５名であった。
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接種状況と罹患に関して、インフルエンザワ

クチン接種群は全体２７０名中の２５４名、罹患者は

２３名、医療機関に受診しインフルエンザの診断

があったものが１６名。非接種群は１６名、罹患者

は１名で、診断もあった。
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使用治療薬について、インフルエンザの診断

があったもの１７名の内、治療薬にリレンザの使

用が９名、イナビルの使用が６名、タミフルの

使用が２名であった。

ùúûÝ56��]����

789
789

Ö Ö

Ô

Ô:�

é

é:�

Ö

Ö:�

�

�æ�ÎÅó �æçBèéÅó

vw� �vw�

º;½

平均治療期間・就業停止期間に関して、接種

群の平均治療期間は４．６日、平均就業停止期間は

４．５日であり、非接種群の平均治療期間は４日、

平均就業停止期間は４日であった。
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インフルエンザワクチンの接種による副作用

の出現と内訳について、接種群２５４名の内副作用

の出現があったものは２７名（１３％）であった。

副作用の出現者のうち、注射部位の硬結が２２名、

注射部位の疼痛が１７名、接種後の倦怠感が１６名、

発熱が５名、頭痛４名であった。
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� 考察
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罹患率に関して、接種群９％、非摂取群７％

と差は見られなかった。また、接種群・非接種

群において平均治療期間と平均就業停止期間に

も差は見られなかった。接種後の副作用は接種

者の１３％に認められ、そのうち全身症状は８％

にみられた。今回の症例にはインフルエンザ感

染の重症患者はみられなかった。

毎年接種するインフルエンザの予防接種に１０

％程度の副作用のリスクがあることは軽視でき

ない。

今回の結果からインフルエンザワクチンを接

種するものに対し、今一度ワクチンの効果、副

作用について十分な説明が必要であると考えら

れる。ワクチンという響きから、他の予防接種

の様に接種すればほぼ発症しないという意識の

方も多いのではないのだろうか。インフルエン

ザ予防接種ガイドラインでは予防接種の有効性

について発病予防効果が３４～５５％、死亡を防止

する効果は８割程度４）とある。
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当院でのインフルエンザワクチン予防接種に

関しては、各スタッフに予診票を配付し質問事

項に回答し、医師に可否と署名をもらい接種す

るスタイルになっている。当院の接種希望者の

多さ、医師やスタッフの忙しさのなかで ICが

十分におこなえない実情がある。

インフルエンザワクチン予防接種予診に関し

ては、予防接種の有効性、安全性を説明書や医

師が説明を行うなどして対象者が理解したこと

を必ず確認するとガイドラインに記載されてお

り、インフルエンザワクチンの接種の必要性と

副作用を十分理解して接種すべきである。

� 結論
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今回副作用の出現率が１３％であったことから

も、ワクチンの効果、副作用について十分に説

明を受け接種すべきである。

� 本研究の限界と今後の課題
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当院における希望でのインフルエンザワクチ

ンの接種率は毎年９０％を超える。本研究の限界

は非接種群症例が少なくなることから症例数に
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差が出てしまうというバイアスがかかることで

ある。今後、研究を進め症例数を増やしより信

頼性の高い調査結果を導くことが課題である。
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