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I 緒 論

予 防接種の副反応 を衛生学 の立場 で論ず る以上,

予防接種 の伝染病対策上の評 価を検討 しておかな け

ればな らない.

伝染病予 防法 の制定 された明治30年 当時,あ るい

は予防接種法 が制定 された昭和23年 頃 と今 日とで は

伝染病 の流行状況 も,ま た伝染病罹 患者 に対 しての

医療の対 応や致 命率 など も大 きく変化 してお り,し

たが って伝染病対策の あ り方や予 防接種 の効果 に対

す る評価 が異 って きた1)～3)のは当然の ことである.

その具体的な表現 が今 日の予防接種禍 に対 する社会

的関心の昂 ま りであろ う.特 に伝染病対策 の中で予

防接種 は感受性者対策 である以上,患 者 隔離 と共 に

直接的 に人権 とのかかわ りが あ り,そ の実施には慎

重な配慮が要求 される.4)

予 防接 種 を受 ける感 受性 者 の立 場か ら考 えて も

接種によって伝染 病に対す る抵抗性 を受け る利 益 と

共に,集 団免疫 の効果 の面か らただ単に一方的な個

人的利益のみを重視す るこ とは出来 ない.

WHOで も予 防 接種 を実施す る上での条件 として

伝染病の蔓延状況 とか致命率,他 の伝染病予防対 策

との関連,ワ クチンの安全性 や経済性 と共 に,接 種

方法,接 種の安 全性 との関連や実用性な ど広範 囲に

わた る現 状の分析 の上 で計画 を立て ることを勧告 し

てい る.5)

II 目 的

す でに第一編6)において,現 行救 済措置の発足に

伴 う申請 状 況か らこれが必 ず しも予 防接 種副 反 応

の実態 を反映す るとは云い難い数 多 くの問題点の有

す ることを指摘 した.

これ ら申請 を受 けて厚生省内に設置 された,予 防

接種事故審査会(以 下 事故審 と略記)が これ ら申請書

類を審査 した上 で判定 を行 って いるので,本 編 では

この判定結果を検討 し,判 定上 の問題点 を究明 し,

救済処置の改 善に寄与 したい と考 えた.

皿 調査対象および方法

調 査対 象 は第一編6)と同様で あ り,昭 和45年 行政

的救済措置の発足 によって申請があった最初の1,000

例 中,書 類不 備 や二重 申請 を除 く985例 について事

故審 の判定結果 を検討 した.

IV 調査結果 とその考察

1. 判定結果

表1は 種類別 の判定結果 であ る.事 故審 は予 防接

種 に伴 う事故 が予 防接種 の副反 応であ るか,ま たは

副反応 に起 因するものであるか につ いて判定 を下 し,

その結果 「有」およ び「疑 い」については市町村 におい

て上記救 済措置 に よる支給決定 がな されてい る.従

って,申 請件数の73.4%に おいて支結が適 とされて
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いるが,副 反応 との関連でみ ると,「有」と判定 され

たものは全体の5.8%と 極 めて少 な く,大 部分 は「疑

い」と判定 されている.し か も「有」と判定 された もの

を予 防接種 の種 類別にみ ると,種 痘,ポ リオ(生 ワ

ク), BCGに 限定 されてお り,事 故審 における判定

基準が巌格 なこと,あ るいは特異 な例 を除いて は事

故 を副反応 と確定す ることが困難 な ことを示 してい

る.種 痘 につ いて は,中 枢神経系 の副反応 として種

痘後脳炎 および脳 症の存在が認 め られてい る7)～11)に

もかかわ らず,「有」と判定 されたのは種痘疹 に限 ら

れて いる.ま た全体 的にみて も疑 いの判定 が多 くな

って いることは判定 基準の問題 として今後 さらに検

討が必要 とい えよう.

表1　 種類別判定結果

表2　 後遣症等級

2. 副反応の有無

図1に 示す如 く,死 亡例 では副反応 「有」と判定 さ

れた ものは少 ないが,そ の「疑い」も含め ると約80%

に達 してお り,死 亡例 につ いてはその状況 が過去 に

遡れ ば資料 が不充分であって も「疑 い」は濃 くなるが,

これ に反 して全治例 につ いて は「有 」と判定 された例

が 多い点 で注 目 され る.す なわち全治例 については

死亡例 と異 って生存 して いるために資料が多い点 で

は後遺症例 と共通 して いるに も拘 らず,後 遺症例で

はその症状 が多岐 にわたるためにか えって否定の件

数が 多 くなって いると考 え られ る.

この点,副 反応の概念,判 定基準の点で疑問が残

され る.す なわち基礎疾患の ある者 に副反応が合併

した場合 に,こ れ を副反応 とみなすか,あ るいは基

礎疾患 によるとす るかの判定基準 を明確 にしておか

なければな らない し,被 害者救済の意味か らは基礎

疾患の ある者,あ るいはその疑 いの ある者,お よび

合併症 な どにつ いては,救 済対 象 としての配慮 を行

う必要が あろ う.し か し,判 定 につ い て 「有 」 の

例数 が極 めて少 ない点,判 定基準は 可成 り巌 しい も

の と推察 され る.

接種の実施年 につ いては, 1949年 以前が例数 も少

な く特異 であるこ とを除 けば, 1960-1964を 境に,

過去 に遡 って も,ま た実施年 が近 くなって も否定お

よびその他(保 留 な ど)例が少 な くなっていることは

興味深い.

診断 にお いて,医 師 の関与 している場合 とその他

の場合で は,否 定 およびその他 の割合 に明 らかに相

異が認 め られ る.こ の ことは申請の際に医師 による

証明 が得 られ るか どうかが判定結果 に大 きく関係 し

て いるこ とを示す ものであ り,こ の制度 の運用 にお

いて,特 に過去 に遡 る古い例 では,医 師の協 力が必

要 といえよ う.

診断 に医師 が関与 した例 について,そ の医療機 関

の状況 をみる と,公 的 な病 院での判定 が尊重 されて
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いることが認め られる.事 故審での判定時 に参考 と

なって いると考え られる各種 の診察,検 査項 目の相

異,ま た カルテな ど記録の保存状況の相異が公的な

病院 に優利に作 用 している もの と推察 され る.

図1　 判定結果.

1-1〔 転機〕

1-2〔 実施 年〕

1-3〔 診 断〕

1-4〔 診断機 関〕

1-5〔 診 断機関 〕

図2　 判定結果と審査回数
2-1〔 判定〕

2-2〔 審査 回数〕

3. 審査回数 と判定結果

図2　に示す如 く,審 査回数 が2回 以上の ものが半

数 以上 を占めてお り,特 に否定例で は1回 の審査 で

判定 されている もの は5.6%と 少な く,審 査 回数 で

みる限 り,慎 重 に判定 を下す努力がな されてい ると

い える,副 反応 「有」の判定 は,ほ ぼ1回 の審査で行

われてお り, 2回 以上の審査で副 反応 「有 」の判定 を

下 される ことは極 めて稀 なことで あることが認 め ら

れ る.す なわ ち1回 の審査 で結論 が で た もので も

多 くは「疑い」とされてお り,か くして残 された例 に

ついては, 2回, 3回 と審査 を繰 り返 して も,「疑

い」が増 加す るか否 定の論理 が深 まって くるに過 ぎ

ない ことを示 してい る.

4. 審査回数

図3に 示す如 く,半 数近 くの49.1%が1回 の審査

で判定が下 されて いるが,こ れ を副反応の転機 別に

みる と,後 遺症 を残 している例 と全治例 ・死亡例 と

の間 で異 った傾向 が認 め られるのが注 目 され る.す

なわ ち全治例 が もっ とも多 く, 1回 の審査で判定が

下 されている ことも全治例 については判定 に優利 な

ことが推察 され る.

実 施年 についてみ ると,新 しい実 施年 の申請で審

査 回数 も少 な く,副 反応 「有」および「疑 い」も多 くな

ることを考慮す れば,申 請の際資料 を得 やす い点 で

過去 の例 に比 して判定 が容易にな っている ことを示

している.

診断 につ いては,医 師の関与 してい る場合 とそれ
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以外 の場合 では,審 査 回数 において も相異 が認 めら

れ,こ の点 で も申請に際 して医師の協力 が必要で あ

ることを示 してい るとい える.診 断機関の状況 をみ

ると,公 的な病院によ る場合 が最 も判定 が下 されや

すい ことを審査 回数 の点 で も示 している.

5. 後 遺症の等級

表2は 事故 審 の判 定結 果,副 反応 「有」および「疑

い」とされ た後遺 症例 についての等級 であ る.こ の

等級 は厚生年金保険法 に定 める廃疾の程度 に準 じて

お り,重 症例 が多 いのが注 目 され る.

図3　 審査回数

3-1〔 転機〕

3-2〔 実施 年〕

3-3〔 診断〕

3-4〔 診 断機 関〕

3-5〔 診断機 関〕

V 結 論

以上予 防接種事故審査会 における判定 についての

問題点 を指摘 して きたが,こ れ らを要約す ると以下

の如 くで ある.

1)「 有」の 判定 は5.8%と 少 な く,「疑い」の判定

が67.6%と 多 くな ってい る.

2) 転機別 に判定結果 に相異が認め られ る.

3) 実施年別 に判定結果 に相異 が認 め られる.

4) 医師の,し か も公的 な病院の診断が判定 の上

で尊重 されている.

5) 実 施年 が新 しいほ ど審査 回数 が少 な く判定 が

容易にな ってい る.

今後,副 反応の概念に対す る検討 が望 まれ るが,

措置の適否 を判定す る審査会で は社会的要 因を も考

察 した判定基準の設定が必要 と考 えられ る.

稿を終 えるに当 り,終 始 懇切なる御指導,御 校閲を賜

わった恩師大平 昌彦教授及び岡山大学医学 部青 山英康

助教授,福 岡大学医学部和気健三助教授 に対 して深甚の

謝意を表します.
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Review on adverse effects of vaccinations

Report II. Analysis of judgments for the applicants

Takeshi TAMAKI, M. D.

Department of Hygiene Okayama University Medical School

(Chief Director: Professor Masahiko Ohira)

A judgment committee was organized in Ministry of Health and Welfare when the relief 
system for the victim of adverse effects of vaccination was established.

The committee has divided the applicants into three groups, that is,"the victim,""positive 
in denying the victim" and "questionable."

The author discussed the result of judgment by the committee and pointed out some ques
tions of the system.

The results of the analysis are as follows.
1) The committee identified only 5.8% of the applicants to the victim.
2) About two thirds of the applicants were decided as questionable and the others were screened 
to be positive in denying the victim. 
3) As to termination of adverse effects, cases that recovered completely were apt to be decided 
as the victim. However, only a few cases of the deceased or the sufferers from late effect might 
be decided as the victim.
4) Medical certificates especially provided by medical doctors at public hospitals, were high
ly estimated by the committee.

The author concluded that the committee should establish the clear concept of the adverse 
effect and the criteria for the judgment of their treatment based on social deliberation.


