
はじめに
海外では新型コロナウイルスに対する
ワクチンの接種が始まっています。
日本における接種についても、準備が
急ピッチで進んでいます。
政府および厚生労働省はワクチンの接
種を国民に推奨しており、国民の側で
もワクチンに期待し、接種を心待ちに
している人が多数います。
しかし、その一方で、どうしようか迷っ
ている方々、あるいは接種を拒否する
考えの方も多数いらっしゃいます。
接種するかどうかは自らの意志で選択
することになっています。
情報があふれ過ぎてかえって、あるい
は情報が少なくて、たいへん不安に思っ
ている方々は非常に多いのではないで
しょうか。
できるだけ正確な情報が必要だと思い
ます。
現在までにわかっている研究者の報告
や専門家の意見をまとめてみました。

1 有効性について（ワクチンは有効）
新しく開発された新型コロナウイルス
に対するワクチンの有効性は非常に顕
著なものといえます。
河野大臣が最初に日本で使用するとい
うファイザー・ビオンテック社のワク
チンは初回と 21 日後の 2 回接種が基
本です。
その臨床試験の海外のデータでは、ワ
クチン接種を実施した群で、2 回目接
種後 1 週間を過ぎてから約 3 ヵ月の観
察期間中、新型コロナ感染症の新規罹
患者数は 2 万人を超える群の接種完了
者中でわずかに 2 人でした。
この数字は同時期のワクチン非接種者
2 万人を超える群の中で、新規患者数
が 172 人だったのと対称的です。海外
のデータではありますが、ほぼ完全に
近い形で感染が抑えられているのです。
もう一つのモデルナ社のワクチンでも、
ほぼ同様の効果が確認されました。
有効性は 95％程度と報道されています
が、このような試験データを端的に表
す数字として使われています。インフ
ルエンザワクチンの有効性は 50％程度
と言われていますので、専門家の間で
は「驚異的な数字」と思われているの
も納得できます。
また、本ワクチンにより重症化も抑制
されたといった報告もあります。
先の報告の中で、ワクチン群 vs 非ワ
クチン群の重症化した例数はファイ
ザー・ビオンテック社のものでは１対９、
モデルナ社のものでは 0 対 30 と明ら
かにワクチンが重症化を防いでいるこ
とを示す結果でした。

2 効果持続期間について
新型コロナ感染症の場合、免疫効果が
生涯続くとは今のところ考えられてい
ません。
臨床試験では、およそ半年以上の持続
は確認されていますが、ワクチンが開
発されて間もないので、それ以上の期
間についてはこれから確認されます。
1 年以上持続する可能性はあると思わ
れますが、すでに感染者が時間をおい
て再び感染した例が報告されており、
効果が期待したほど長いものではない
という可能性もあります。
それでも、ワクチン接種は勧められて
います。
このパンデミックを鎮めて、いったん
状況をリセットするためには必要だと
考えられているからです。
日本の状況を考えても、緊急事態宣言
を実施すれば効果が出ますが、また元
に戻せば感染者が再び増えるというこ
とが繰り返されるでしょう。
いつまでたっても現状を抜け出せませ
ん。
ワクチン接種を一斉に行うことが現状
を打破する有力な方法だと考えられて
いるのです。

3 mRNAワクチンとは
従来のワクチンでは、ウイルスや菌の
毒性を失わせたり弱めたりして、その

「死骸」や「弱毒化した病原体」を原料
にしていました。
ウイルスや細菌の表面には、ヒトの細
胞に侵入するためのカギのようなタン
パク質がありますが、それはそのまま
にしておきます。接種すると、感染症
が起こることなくカギになるタンパク
質に対する免疫ができるのです。
病原体のカギに付着する抗体ができて、
ヒトの細胞に侵入するのを邪魔するよ
うに働き、病原体の感染を防ぎます。
今回新しく開発されて主に報道されて
いるワクチンは「mRNA ワクチン」と
いうものです。
mRNA（メッセンジャー RNA、伝令
RNA）は、タンパク質を作るときの設
計図のコピーにあたります。カギとな
るタンパク質の設計図（DNA の遺伝子
配列）を解明することで、そのコピー
である mRNA を製造しワクチンとし
て接種するわけです。
従来のワクチンと同じくカギになるタ
ンパク質に対して免疫を獲得させる仕
組みは同じですが、病原体の一部を使
うかその mRNA を使うかが違うわけ
です。
なお、RNA が遺伝子の一種なので、ヒ
トの遺伝子が改変されるのではないか
と心配される方もいらっしゃるかもし
れません。しかし、mRNA がヒトの
DNA 配列に影響する可能性については、
原理的にみてそのような心配は不要と
思われます。

5 接種対象者の順番

厚生労働省では、ワクチンの接種計画
がたてられていて、その接種の下記の
ようなおよその順番が提案されていま
す（子供や妊婦に関しては検討中だそ
うです）。

　(1) 医療従事者等
　(2) 高齢者（65 歳以上）
　(3) 高齢者以外で基礎疾患を有する
方や高齢者施設等で従事されている方
　
　(4) それ以外の方

接種は基本的に２回接種と考えらえて
います。
大変多くの人の接種を行うことが想定
されていますので、地方自治体でその
方法が急ピッチで計画されているとこ
ろです。
順番が来たら個人に通知が来るという
ようなことかもしれませんが、あらか
じめワクチンを受けるかどうかを十分
に考慮するようにしてください。
なお、接種順位の上位に位置付ける基
礎疾患としては、下記のような案がで
ています。該当すると思われる方は地
方自治体からのお知らせを注視してお
くといいと思います。

Ａ．以下の病気や状態の方で、通院／
入院している方
　1. 慢性の呼吸器の病気
　2. 慢性の心臓病 （高血圧を含む）
　3. 慢性の腎臓病
　4. 慢性の肝臓病（ただし、脂肪肝や
慢性 肝炎を除く）
　5. インスリンや飲み薬で治療中の糖
尿病又は他の病気を併発している糖尿
病
　6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性 
貧血を除く）
　7. 免疫の機能が低下する病気（治療
中の悪性腫瘍を含む）
　8. ステロイドなど、免疫の機能を低
下させる治療を受けている
　9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経
筋疾患
　10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で
身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
　11. 染色体異常
　12. 重症心身障害（重度の肢体不自
由と重度の知的障害とが重複した状態）
　13. 睡眠時無呼吸症候群

Ｂ．肥満の方（BMI が 30 以上）

4 ワクチン接種のリスク
インフルエンザワクチンで経験した方
も多いと思いますが、ワクチンを接種
した場合、注射した場所が赤くなった
り硬結して痛かったりする局所反応が
接種後 1－2 日続くことがあります。
また、発熱や悪寒・倦怠感などの全身
性の反応もこの期間に起こることもあ
ります。
これらを局所および全身性の「副反応」
と言っています。
副反応は免疫反応が起こっている証拠
でもあるので、過剰に心配する必要は
ありません。ただし、健康な人であれ
ば問題にならない程度の副反応でも、
身体が弱っている人などには負担にな
る場合があります。
悪性腫瘍の末期患者、重篤な基礎疾患
を抱える方、極度の栄養失調の方など、
身体的に余力がなくなってしまってい
る状態ほど副反応の負担が大きくなる
かもしれません。

元来、どんなワクチンでもこの点は注
意が必要ではあるのですが、上記の状
態にあてはまるかどうか懸念する方の
場合、医師や保健師に相談が必要と思
います。新しく開発された mRNA ワ
クチンでは、局所および全身の副反応は、
インフルエンザでの発生頻度よりも
もっと高い頻度で発生したと報告され
ています。例えば、ファイザー・ビオ
ンテック社のワクチンでは、7 割程度
の人に局所の副反応（疼痛、硬結など）
が起こっていますし、全身性の発熱は
2 回目の接種の後で 10% を超える割合、
倦怠感や頭痛などの訴えが 30％を超え
る程度の頻度であったそうです。
接種した場合には、これらの症状は起
こるものだと思っておいたほうがよさ
そうです。これらの症状は様子をみて
いれば数日以内に改善します。

報道等で皆さんが心配される要因の一
つに、アナフィラキシーという急性の
健康障害の問題があります。
アナフィラキシーはある原因物質に対
する生体反応の結果として、直ちに頻脈、
血圧低下、呼吸困難など様々な症状が
急激に起こる病態をいいます。
原因物質としては多岐にわたる種類（卵、
牛乳、小麦、ソバ、甲殻類、ピーナッ
ツなどのナッツ類、果物など）が報告
されており、ハチで刺されたときのハ
チ毒が原因物質になったりすることも
知られています。
同様のことが医薬品でも報告されてお
り、ペニシリンなどの抗菌薬、解熱鎮
痛薬、漢方薬、その他さまざまな医薬
品で、頻度は非常に低いながらゼロで
はありません。
どれくらいの確率で起きているかわか
らない部分が多いのですが、たとえば
よくわかっている例では、ペニシリン
系の薬物だと、その確率は２－３万人
に数人とかそういうレベルと言われて
います。
アナフィラキシーはさまざまなワクチ
ンでも起こり、その都度問題になって
きました。ワクチンを製造する過程で
使用される化学物質に対して反応が起
こる場合が多いようです。

今回の mRNA ワクチンでもアナフィ
ラキシーの報告がありました。
原因物質の候補として、ポリエチレン
グリコール（PEG）という化学物質が
あがっています。mRNA ワクチンを作
る過程で必要な物質であり、PEG その
ものは工業用として一般的な物質で安
全なものとされており、さまざまな製
品に広く使われています。
今後、PEG のないワクチンが開発され
ていくかもしれませんが、とりあえず
現状のワクチンが普及していくものと
思われます。
今回の 2 種類の mRNA ワクチンとも、
アナフィラキシーが起こったことが報
告されています。
ファイザー・ビオンテック社のワクチ
ンでは約 190 万人のうち 21 人、モデ
ルナ社のワクチンでは、400 万人くら
いのうち 10 人の発生です。
つまり、100 万人が接種して、2－3
人から 10 人くらいの頻度でアナフィ
ラキシーが起こりました（注１）。
幸いなことに死亡例はなく、おそらく
反応が一時的であることと、治療薬剤
が広く知られており、すぐに対処され
たということなのではないかと想像し
ます。
アナフィラキシーのほとんどは接種後
30 分以内に起こっています。
また、ワクチン後にアナフィラキシー
を起こした人を見ると、過去に何らか
の同様の反応を起こしたことがある人
が多かったようです。

（１）過去にアナフィラキシーがあった
かどうかの臨床情報をよく確かめるこ
と

（２）接種後 30 分は医療監視下で様子
を見ること、などが接種時の安全対策
として考えられています。

国の接種計画でも、この点についての
対策はしっかり行われることになるよ
うです。
なお、アナフィラキシーを含む健康障
害で費用負担が生じるような場合には、
予防接種法に基づいた国による救済制
度が用意されています。詳しくお知り
になりたい方は厚生労働省の情報をご
参照ください。

（注１）おおまかに 10 万人に 1 人の発
生確率と報道されることが多いようで
す。確率の大きさがどれくらいなのか、
あまりピンとこないかもしれません。
ジャンボ宝くじを 10 枚買ったときの、
1 等や 2 等が当たるよりも大きい確率
ですが、3 等 100 万円が当たる確率よ
りは低いです。別のたとえで見ると、
非喫煙男性が肺がんになる確率は年齢
によって異なりますが、およそ 1000
に 1 人か 2 人という報告が多いようで
す。単純に確率の大きさだけみた場合、
肺がんになる確率の方が 100 倍高くな
ります。
勿論、本数にもよりますが喫煙男性の
場合には 10 倍くらい罹患率が上がり、
とんでもない確率になります。

新型コロナワクチンについて

6 変異型ウイルスについて
ウイルスの変異とは、ウイルスを標識
するタンパク質の構造の一部がちょっ
と変化することを意味します。
変異した部分以外は変わっていません。
そのため、ウイルスの突然変異でワク
チンが効きにくくなる可能性はあると
思いますが、多くの場合、全く効かな
くなるわけではありまません。
ある程度効果は維持されるものと考え
られます。
なお、ワクチンの効果が低い（つまり
あまりワクチンが効かない）変異が見
つかった場合、追いかけるように新し
いワクチンが開発されるだろうと考え
られます。
インフルエンザにもさまざまなタイプ
のワクチンがあることと同じです（イ
ンフルエンザはその年に流行するタイ
プを予想してワクチンが接種されます
が、たとえ予想がはずれても一定の効
果があると考えられています）。
また、アストラゼネカ社のワクチンに
ついて、南アフリカ共和国で見つかっ
た変異種には効果が低いとする報告が
ありましたが、WHO が重症化や死亡
を防ぐ効果あると結論していて、接種
中止の動きがあったのですがそのまま
継続するように呼びかけが行われてい
ます。
日本でもアストラゼネカ社とワクチン
の供給契約を結び、国内でも生産され
るという報道もされているところでし
た。
なお、アストラゼネカ社のワクチンは
ウイルスベクターワクチン（注２）で、
これも今までになかった新しいタイプ
のワクチンです。

（注２）ベクターというのは「運び屋」
という意味で、弱毒化したウイルスを
使って、病原体がヒトの細胞に感染す
る際のカギとなるタンパク質の設計図
である遺伝子を注入する方法です。

7 海外での接種例
最近の関連ニュースでは、イスラエル
の報告がありました。
イスラエルは国をあげてワクチン接種
を進めていて、ファイザー社がワクチ
ンを供給する代わりに全ワクチン接種
に関して報告することが契約条件であ
るそうです。
中間的な報告ではある上、緊急事態宣
言下の喫緊した現状も影響していると
いえますが、感染者は劇的に低下し、
感染が収束に向かっているようです。
感染拡大の状況が世界的に 1 年以上続
き、わが国でも第 3 波が非常に大きな
波であって、非常事態宣言も 2 度にわ
たって発令され、感染による地球規模
の社会情勢がいつ元通りになるのか全
く見通しが立たない状況になっており
ます。
日本でも、飲食店の時短措置や 3 密回
避などの措置が緩和された場合には、
必ず第 4 波の大きな波が来てしまうの
は必至と考えられます。
イスラエルの国家をあげてのチャレン
ジの成功のニュースは、ワクチンの非
常に良好な臨床結果を現実的に裏打ち
するものであり、一筋の光明であると
考える研究者は多いと思いますし、私
も明るいニュースだと思いました。
なんとか現況を打破したいと思う人々
には、現状を変える切り札として期待
を持たせるニュースです。

おわりに

総合監修
東北大学
環境・安全推進センター
教授　黒澤　一（呼吸器内科学）

現時点でわかっている情報をまとめ
て、ご紹介いたしました。新型コロ
ナワクチンを接種してもらうかどう
か、ご自分で決める際の判断の材料
にしていただければ幸いです。今後、
新しい情報があれば、随時アップデー
トした情報を提供させていただくこ
とにします。
最後に、「先生ご自身は接種されます
か︖」とよく聞かれます。私は勿論、
順番が来たら接種してもらうつもり
です。
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