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Vaccine hesitancy?
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予防接種・ワクチンへのスタンス

A積極的擁護 B受容 C無関心 D懐疑 E反対・否定

肯定的で接種に
疑いがない

予防、集団生活
のため必要

周囲の勧めに
よって接種

全否定ではない
が不信もある

全てのワクチン
を否定

スケジュール通りに接種 接種またはまっ
たく未接種

一部未接種 自分の子供には
接種しない

医療者を信頼 不信ではないが
疑問もある

医療者不信

医療者からの情報に関心あり 情報に関心無し 関心あり自分で
も調べている

ワクチン情報関
心無し

公費化賛成 重要なので公費
と考えている

公費でなければ
接種しない

公費であっても
未接種ワクチン
がある

公費化に反対

思春期以後は本人の意思を尊重 思春期以後も接
種させない

信念を持って否定的な人たち
短期的には説得困難



Ten threats to global health  in 2019
Wold Health Organization 

「世界的な健康に対する脅威」

• Vaccine Hegitancyワクチン忌避
• 予防接種を受けたり子供に予防接種を受けさせたりすること
を躊躇したり拒否したりすること



Vaccine Hegitancyに至る考え方
例えば・・・

• ワクチンは体に異物を入れる行為だから自然にり患して
免疫をつけたほうがいい

•病気も流行してないからワクチンいらない

•病気が大幅に減ったのは衛生と清潔さの向上が理由で
でワクチンではない

• ワクチンは製薬業界の陰謀

•害がありそうな名前の成分が全部ワクチンに入っている

• ワクチンは自閉症の原因



Vaccine Hegitancyの情報発信

• ワクチン否定派のメッセージはTVなどの他メディアよりもイ
ンターネットが主流 (Kata, 2010; Stefanoff et al., 2010; Lehmann et al., 2013) 

• 反ワクチンのウェブサイトをたった５−１０分読んだだけで、
ワクチン接種のリスク認知が上昇、ワクチンを接種しないリ
スク認知が低下（C.Betsch,et al., 2010)

• 「予防接種」に関する簡単な検索ワード入力でトップ10以内
にワクチン否定派のサイトがあがる(Downs et al., 2008; Kata, 2010) 

• Ex.検索ワード「乳幼児のワクチン」

• →「Know VPD」、「ワクチン.net」、「日本小児科学会スケジュー
ル」、「乳幼児のワクチン接種を拒否したい方への手引」



反ワクチン情報
↓

影響され
拡散する人たち



情報の伝わり方

HPVワクチン賛成派と反対派で情報の伝え方の比較

•賛成派：理性に訴える内容：ワクチンの効果や副反応が
バランスよく公正に配慮

•反対派：感情に訴える内容：重い副反応に苦しむ少女の
ストーリー、製薬会社の陰謀説、ワクチンの毒性など不
安を助長する内容

結果：反対派が有意に「読みやすい」という結果
Okuhara T.et al., Patient Education and Counseling ,2017



リスクベネフィットコミュニケーション

•理性的だから、科学的だから、伝わるとは限らない
• データの持つ意味を考えて科学的な説明を理解するのには頭
を使う

• 人は多くの場合パッと受けた印象で直感的な判断

• 体験談はすぐにイメージが浮かぶ



伝える内容の工夫

• 意思決定の二重過程理論 （中谷内一也、日本公衆衛生学会、２０１８、教育講演）

• システム１：感情や連想に基づいて対象の評価、イメージやストーリー、
個別事例により世界のリアリティを得る

• システム２：理論と根拠に基づいて対象の評価を行い抽象的なシンボル
や統計量により世界のリアリティを得る

「HPVワクチン推奨のメッセージが接種意図に及ぼす影響」

Group1①厚労省や癌研などのデータだけ

Group2 ②科学的根拠のデータと子宮頸がん体験談の組み合わせ

読んだ後ワクチン接種への考えどう変化したか
• データと体験談を組み合わせたほうがHPVワクチン接種に積極的になっていた

(p< 0.001)

Okuhara T.,et al.,Front. Public Health, 2018



伝え方の工夫
Participatory versus Presumptive 

参加型 VS プリサンティブ型（予想済型）
•参加型意思決定方法: 保護者に意思決定上の自由を
持たせるように話す
「予防接種を受けようと思われていますか？」

「予防接種を受けようとお考えですか？」

• プレサンプティブ型意思決定方法: 保護者が予防接種
を受けることを前提のように話す
「それでは（時期）から予防接種が始まりますので、○○の予
防接種を打ちましょう」



Participatory versus Presumptive 
参加型 VSプリサンティブ型（予想済型）

•医療提供者が参加型意思決定方法を採用した場合、
予想済型意思決定方法を採用した場合と比べて、全
保護者中、ワクチンの接種に抵抗を示した割合が有意
に高かった(83% vs 26%; P < .001)

• この結果は、予防接種をためらっている保護者にも当
てはまる(89% vs 30%; P < .001) Opel et al.,Pediatrics 2013



プリサンティブ型（予想済型）コミュニケー
ションがなぜ有用か？

•ほとんどの保護者は、予防接種に関する決定は複雑
で難しいと考えている

•複雑だと思われる決断を下すとき、予想できること、あ
るいは「普通の」ことに従いがちである

• プレサンプティブな（当然のことであるというような）口
調で話をすることで、保護者は、予防接種はほとんど
の人がすることであり、社会的に受け入れられる「規
範」であると感じるため、結果として予防接種に抵抗を
低くする

Strategies for talking with vaccine hegitant parents, O’Leary, June 2018 



情報提供の時期の工夫
効果的な予防接種教育の時期

•周産期の妊娠中、産後の母親へ予防接種教育のニーズ
把握を横断研究で実施した結果、妊娠期、産後と予防接
種に対する興味や関心事が異なる（Saitoh A. Vaccine 2015）

妊娠期 より一般的な内容に関心が高い
「ワクチンで予防できる病気について」
「ワクチンの効果」 など

出産後 より具体的な内容に関心が高い
「予防接種の受け方」、「ワクチンのスケジュール」など

Saitoh A. et al. Vaccine 2015





任意接種に関するよくある質問
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任意接種ワクチン

•定期接種と任意接種の違いがわからない
• 「法制度」の違いが「必要性」、「重要度」の違いにす
り替わっている

•生後２ヶ月から始まるロタウィルスワクチンの丁寧な説
明と情報提供が早期から必要



任意ワクチンを勧めるために
クリニックでのちょっとした工夫

•任意接種と定期接種をあまり区別せず、同等の必要性
を呼び掛けること

•初診時には保護者に必携としている母子手帳、再診
時には電子カルテの接種歴をチェックしながら次回予
約を取る

•予防接種説明用の資材を活用すること

•接種しやすい、したくなるスケジュールを提示する
• 例：4歳児に対して定期接種の日本脳炎ワクチン1期追加の
際に、任意接種のおたふくかぜワクチン2回目の接種を行う

おおた小児科 太田まり子先生提供



日本小児科学会
「知っておきたいわくちん情報」
• 2018年5月配布

•計22枚の冊子

•子どもの予防接種に必要な情報をわかりやすい言葉
で解説

•全種類PDFで学会ホームページからダウンロード可能



「知っておきたいわくちん情報」
22種類の内容

総論 各論

1 予防接種の意義 10 ヒブワクチン

2 定期接種と任意接種 11 肺炎球菌結合型ワクチン

3 同時接種 12 B型肝炎ワクチン

4 予防接種の副反応と有害事象 13 ロタウィルスワクチン

5 ワクチン接種に注意が必要な場合 14 四種混合ワクチン

6 生後2か月から接種するワクチン 15 BCGワクチン

7 生後1歳に接種するワクチン 16 麻疹・風疹ワクチン

8 小学校入学前に接種すべきワクチン 17 おたふくかぜワクチン

9 海外に行くときに必要なワクチン 18 水痘ワクチン

19 日本脳炎ワクチン

20 二種混合ワクチン

21 ヒトパピローマウィルスワクチン

22 インフルエンザワクチン









フィラデルフィアこども病院のHPに記載
されているワクチンに関するQ&A

•小児期ワクチンに関する事実

• ワクチンに含まれるアルミニウムについて

• ワクチンに含まれる成分

• ワクチンの種類は多すぎませんか？

• ワクチンと自閉症

Childrens hospital of Philadelphia vaccine Education 
Center vaccine.chop.edu





クリニックでのちょっとした工夫
おおた小児科での取り組み

•初診時には保護者に必携としている母子手帳、再診
時には電子カルテの接種歴をチェックしながら次回予
約を取る

•予防接種説明用の資材を活用する

•任意接種と定期接種をあまり区別せず、同等
の必要性を呼び掛ける

•接種しやすい、したくなるスケジュールを提示する
• 例：4歳児に対して定期接種の日本脳炎ワクチン1期追加の
際に、任意接種のおたふくかぜワクチン2回目の接種を行う

【課題解決】

報道機関へのはたらきかけ
①広報・啓発委員会の設置
②メールやFAX・⼿紙で意⾒
③メディアセミナー
④プレスリリース

⑤SNSやブログで発信する

必要性のない製薬会社との接点をなくす
（どうみえるか問題）


