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毎年冬の時期に流行するインフルエ
ンザですが、その予防策としての「
予防
接種」
は多くの方が受けられています。
予防接種を受けたからといって、「
絶対
にインフルエンザにかからない！」
とい
うわけではありませんが、かかりにく
くなったり、重症化せずに比較的軽い
症状で済んだりするのが予防接種の
利点でもあります。
そこで今回は、今年２０１５年のイン
フルエンザの予防接種の時期や価格な
ども含めてご紹介します。今年は、イ
ンフルエンザワクチンの世界に大きな
変化があり、価格も例年よりも値上が
りするとのことなので要チェックです。

４価ワクチンとは？
これまで３価（
Ａ型２株 Ｂ
+ 型１株）
であったワクチンが、４価（
Ａ型２株 +
Ｂ型２株）
になります。Ｂ型インフルエ
ンザのワクチンが１種類追加されるこ
とになったのです。
例年、そのシーズンに流行しそうな
ウイルス株を３種類ピックアップして
ワクチンを作っていたのですが、それで
は近年の流行をカバーしきれないとの
ことで、今年２０１５年から４種類のウ
イルス株に対して有効なワクチンが流

通することになったのです。
これによって、Ａ型・
Ｂ型どちらかのイ
ンフルエンザが流行した場合も、また
は両方が流行したとしても、十分に予
防効果を発揮することができるよう
になります。

予防接種の時期は？
インフルエンザウイルスは、「
低温乾
燥」
を好み、真冬などの寒い時期はウ
イルスが増殖する条件が揃うため流行
もピークを迎えます。ですが、数年前
の「
新型インフルエンザ」
の流行以降は、
１０月、１１月に流行期を迎えること
も珍しくなくなってきました。
予防接種の効果は、注射後２～３週
で出てくることを考えると、逆算して
早めに接種を受けるほうがおすすめ
です。
また、予防接種を受けてからすぐに
効果が出始めるわけではなく、インフ
ルエンザウイルスの抗体ができるまで
に１～３週程度の時間を要します。で
すので、流行前までに免疫をつくりた

いならば１０月中～下旬に接種を、ピ
ークに合わせるならば１１月上旬～遅
くとも１２月前までに接種を終えるの
がよいでしょう。

インフルエンザの予防接種を受けた
後、どれぐらいの効果期間があるのか
気になるところです。「
早めに受けす
ぎると効き目が弱まってしまうんじゃ
ないか！？」
と考える方もいらっしゃ
るようです。
通常、インフルエンザの予防接種の効
果は約半年持続するとされています。
インフルエンザウイルスの抗体ができ
るまでに１～３週程度の時間を要し、
その後抗体は徐々に減っていきながら、
約半年間持続します。
約半年間効果が持続すると言っても、
抗体は徐々に減っていきます。早けれ
ば予防対策としては有効ですが、後半
の抗体が減って来た時に心配が残りま
す。
受験生など受験の時期に一番の効果
を期待したいのであれば、受験日など
を伝え、主治医の先生と相談して逆算
して受けるのもおすすめです。優先順
位をどのようにするかは地域での感染
の流行状況にもよるので、スケジュー
ルの立て方も含めて、主治医とよく相
談してから効果を最大限に活かすよう
にしましょう。

予防接種の価格は？

今年２０１５年から４種類のウイルス
株に対して有効なワクチンが流通する
ことになったため、必然的に価格にも
影響が出ています。
昨シーズン（
）
の全国平均
2014-2015
は、接種 回あたり 2,500
円程度（
およ
1
そ
～
円）
だったのが、今年２
2,000
4,000
０１５年の価格は約 1.0
～ 1.5
倍ほど値
上げされているようです。

・ヵ
歳未満： 6000
円～ 7000
円（ 2
6月～ 13
回接種のため）
・
成人： 3000
～ 5000
円程度
・
高齢者：
無料～ 2000
円程度

高齢者の場合は、各自治体からの助
成などがあるため安く予防接種を受
けられるので、各自治体に問い合わせ
てから受けるほうがよいでしょう。
基本的にインフルエンザの予防接種
は自由診療にあたり、接種の価格・
料
金は医療機関が独自に設定するもの
なので、具体的な値段は各医療機関へ
問い合わせるしかありません。医療機
関によって価格に差があるので、事前
に電話などで価格等問い合わせてから
受けるのがおすすめです。 （
大島）

「
今日のトレンドニュース」
より
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供はどうしたら良いの？

所要時間約３０分
Ａ，吸入方法は、ネブライザーを使用
する吸入とそれ以外の吸入の２つに大
きく分けられます。ネブライザーを使 ○材 料（３～４人分）
用するタイプは、機械から出てくる蒸 ホットケーキミックス １５０ｇ
気を吸います。ネブライザーを使用し
ミルクチョコレート １００ｇ
ない２つのタイプは色々なキットが使
牛乳 １５０ cc
用されていますが、基本的には薬をセ
ットし、大きく吸いこみ（ガスで噴霧 卵（Ｍ） １個
するタイプは噴霧した薬を吸いこむ）
、 ミルクココア １００ｇ
５秒くらい息を止め、その後、ゆっく チョコチップ又はチョコクランチ２５ｇ
りと息を吐き出します。吸った時に咳 粉砂糖 適量
こんでしまうことがありますが、ある
程度薬を吸入できているので気にしな
Ｑ，うがいのできない小さい子
いでください。

Ｑ，吸入はどうやってやるの？

吸入薬のＱ＆Ａ
今回は、吸入薬についてＱ＆Ａで説
明させていただきます。

Ｑ，吸入薬って何？
Ａ，吸入薬とは、薬を口から吸い込み
気管支や肺に作用させる薬です。内服
した場合よりも少量で早く効き目を現
し、副作用が少ないのが特徴です。お
もに気管支ぜんそくの治療や、インフ
ルエンザの治療薬などに用いられてい
ます。
吸入薬の種類はネブライザーを用い
て吸入液をゆっくり噴霧し吸入するタ
イプ、ガスの圧力で薬剤を噴射し吸入
するタイプ、自分で粉末型の薬剤を吸
入するタイプの３つ分かれています。
Ｑ，いつまで使用するの？
Ａ，インフルエンザの薬の場合は、処
方された分使い切ってください。ぜん
そくや咳の薬の場合は、症状を抑えて
その状態を維持する薬や、ひどい症状
を抑える薬があります。用途により使
い方がそれぞれ違いますので、医師の
指示に従って吸入してください。
もし、
わからなくなってしまった時は、医師
や薬剤師に相談しましょう。

日経メディカル

Ａ，うがいが難しい小さいお子さんや、
高齢者の方は口をゆすいでそのまま飲
みこんで下さい。ゆすいだ時の水に存
在する残った薬は非常に量が少なく飲
んでも問題はありません。ネブライザ
ーを使った場合は、口の周りも濡れた
タオルで優しく拭いてあげると良いと
Ｑ，うがいは何回すれば良い？
思います。
Ａ，うがいはだいたい口の中のグチュ
今回は簡単に説明させていただきま
グチュうがいとのどのガラガラうがい した。治療を行う上で重要なお薬が多
をそれぞれ３回行うと薬がほぼ取り除 いので、
疑問や質問がございましたら、
けると言われています。うがいが大変
薬剤師に気軽にお声かけください。
な時はハミガキ前に行うと良いでしょ
参考：独立行政法人 環境再生保全機構 HP
、慶応義塾大学
う。ハミガキ後に口をゆすいだら、ガ
、 SpiNet.jp HP
（ベイリンガーインゲルハイム社）
ラガラうがいを続けて行ってください。 病院 HP
色々な吸入キット例

