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予防接種の準備

• 整理された決まった場所でワクチンを準備する

• 予防接種の直前にワクチンを準備する

• 適切に手指消毒をする

• 針、シリンジ、消毒ガーゼ、絆創膏を準備



皮下注射と筋肉注射
【皮下注射】
生後1歳未満：

大腿前外側部
1歳以降：

上腕後外部の下1/3

【筋肉注射】
生後2歳未満：

外側広筋部
2歳以降：

上腕三角筋中央部



皮下注射と筋肉注射（米国）

General Best Practice Guidelines for Immunization: Best Practices Guidance of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/administration.html


皮下注射



筋肉注射



年齢・体格による接種方法の変更



皮下注射と筋肉注射
（英国）

Immunisation procedures (Green book)

https://www.gov.uk/government/publications/immunisation-procedures-the-green-book-chapter-4


皮下接種時の注意

• 接種しやすい服装（きつい場合は脱ぐ）

• 入れ墨の上に接種することも可能

• 接種部位に皮膚症状がないことを確認

• 複数本の接種を行う場合は両側に接種

• 3本以上の接種を行う場合は3cm程度離れた場所に接種する

• 逆血を確認する必要なし

–時間がかかると痛いと感じることが多い

• 接種後の針は確実に針捨てボックスに破棄

• 接種直後の気分不良に注意（特に若い男性）



痛みを軽減する試み

1. 授乳 (grade A, Level I)

2. 甘いお菓子(grade A, Level I)

3. 製剤を選ぶ(grade A, Level I)

4. 仰臥位にしない(grade E, Level I)

5. 逆血確認操作をしない(grade B, Level I)

6. 痛い注射を後から接種(grade B, Level I)

7. 接種部位を接種前に叩く（4歳以上）(grade B, Level II)

8. 麻酔剤の塗布(grade A, Level I)

9. リラックスさせる(grade B, Level I)
CMAJ Reducing the pain of childhood vaccination: an evidence-based clinical practice guideline, 2010



Take home message

• 安全に予防接種を実施するポイントを押さえれば、必ずしも正
しい接種方法はひとつではない



１. 医師からの指示受け
２.   ワクチン準備
３.    接種
４. 接種後の対応

※トラベル ナースは、「ワクチン接種スキルチェック資料」（当科医師作成）
にて知識確認、スキルチェック修了後業務。

予防接種の実際
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1.    医師からの指示受け
① 予防接種問診票（表） 同意書/接種・添付文書外等（裏）
② 注射指示箋
③ スケジュールチャート

①表 ①裏 ②注射指⽰箋 ③スケジュール



２.   ワクチン準備

• Ns- A 処方箋に従い ワクチンを冷蔵庫から出す。

• Ns- B ①～③の書類を元にダブルチェックを声出しで行う。

• 基準 ５Rights (NCGM 医療安全に従う）
正しい 名前 生年月日 性別
正しい ワクチン 接種量 （通常価格/学生価格 確認）
正しい スケジュール
正しい 方法 （筋注/皮下注射）
正しい 書類 同意書

• 手指衛生（サニサーラ使用） 手袋の装着 → ワクチン溶解 吸い上げ



３.   接種の実施（Ns-A）
１) 被接種者本人に名前/生年月日を名乗ってもらう。 ※小児の場合は保護者

２) ① 問診票にて、体温、体調 近々接種歴確認。

３) ②注射処方箋と③スケジュールチャートを照らし
受診者とワクチン確認。

４) 迷走神経反射既往の有無、アルコール綿アレルギー有無確認。

５) 利き手を確認し、受診者の希望に合わせバランスよく接種。

６) 針刺入部の異常がないこと。手先の痺れ、痛み等症状観察。



４.  接種後の対応

１) 予防接種手帳の記録
ワクチン名 接種年月日 西暦 22  Dec. 2019
ロット番号 接種量 部位 皮下/筋注 押印

２) 接種後体調確認

３） 予防接種手帳のお渡し （接種ワクチンを本人と確認）
次回予約確認 スケジュールチャート お渡し
会計案内 （院内30分間経過観察待機ー含む会計時間）



誤接種防止のために
一つ一つ積み重ねて

繰り返して
強固なピラミッドへ



子供の抑制方法
～安全に実施するための関わり～
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1.成長段階に応じて
2.抑制方法
3.子供の気持ちを大切に



１. 成長段階に応じて [ 忙しいと、とりあえず抑えて終わらせるけど、それはいいの・・？ ]

年齢 心身の成長過程 抑制法
0歳～ ママにお任せで安心赤ちゃん。 写真1

1歳～
幼児前期

歩けるようになる。
片言でお話し。

写真2

3歳～
幼児後期

• 言語の発達
• 活発に動く
• 自分の気持ちを話すことが出来る。
• プレパレーション＝こころの準備 可能へ
• 嘘をつかず、何をするか子供が分かるように説明する。
• 頑張った事への働きかけ「よく頑張ったね。」
→次への自信と成長へ

ü 説明で見守り抱っこ可能へ
ü Ns-動くと想定して抑える、準備
ü 安全確保のための抑制 危険回避

写真１、写真２

4歳/5歳～ • 物事の理解ができるようになり、頑張ることができ
るようになる。

→分かることと行動できることは別であり、
抑えられることが、恐怖になる。

• ダメだとわかっていても怖いと動いてしまう。

ü 子供が主体
ü 覚悟が決まるまで待つ
ü 打ちたい時に接種する利便性
ü Ns-子供ができると言っても、
痛いと動いてしまう

→刺す時だけ軽く抑える 見守る



２-① 抑制方法 → 縦抱っこ
０歳児～

ママに抱かれて安心接種

写真１

ü ママの片腕で体幹、一方で子の頭を抑える。
場合によっては、両腿で子の下肢を挟む。

（1歳以降でも抑制可能）
ü Nsは、接種部位を挟んだ両関節を
きっちり固定する。
接種時のみ、短時間抑制とする。
強く腕を抑えすぎると駆血されるので注意。



２-② 抑制方法 → 横抱っこ
1歳児以降～

右腕接種の場合

写真2

１）子供をママの右大腿に横座りさせ、
両下肢をママの両大腿で挟む。

２）子供の左腕は、ママの背中へまわす。
ママの右脇で子の左腕を固定。

３）ママは、接種する子供の右腕脇から
自分の右腕を通し、子供の右手首を
上から握る。左腕は子の体幹を固定。

※ ママ一人でも、固定がしっかりしやすい。
左腕接種の場合はこの逆にする。



３. 子供の気持ちを大切に [忙しいと、とりあえず抑えて終わらせるけど、それはいいの・・？]

接種前
年齢/発達段階に
沿って説明

• 来院したら、笑顔であいさつ 時間の許す限り言葉をかけ会話をする。
• 具合の悪い時の注射は、わかっても 予防接種はなぜ注射するのか分かりにくいので、
分かりやすい言葉で説明する。「アンパンマンがバイキンマンを退治してくれるよ」など。

• 皮膚をきれいにする時は、「冷たいよ。 チックとして痛いよ。頑張れるかな。」
ママ抱っこの練習をして親子でのプレ体験をうながす。

• 子供に関わる人々の丁寧な接種前説明により、子供なりに心の準備ができ、 スムーズな接種に
つながる。

接種中
気持ちを紛らす

• 安心できる声で処置室に呼び入れ、保護者と穏やかに抑制固定へ。
(接種時、説明なく腕を抑えたり、固定者の固定する力が強すぎたり、覆いこまれると、
圧迫感と恐怖で泣き出す。)

• 注射器を見ると、過去の注射の痛み体験から泣き出す。接種後注射器は素早く片付ける。
※３～6歳の子供の予防接種：音楽を用いると、心拍数、血圧、表情を総合すると有意に疼痛反応が低かった。

(Megal研究参照)

接種後
気持ちを
落ち着かせる

• 「かっこいいなあ。よく頑張ったね。頑張ってくれたから早く終わったよ。ありがとう。」
など言葉で、協力の感謝を伝える。

• 「自分は頑張れた！」という自己肯定感を高められるような働きかけをする。
• 子供と一緒に親を褒める。
• 親の頑張りの承認 親との関係性を重視し信頼関係を大切にする。


