ワクチンは両親からのギフト

昭和女子大学学長
ＮＰＯ法人【仕事と子育て】
カウンセリングセンター理事長

プレママ ･ プレパパの皆さん、おめでとうございます。妊娠

を告げられたとき、皆さんと赤ちゃんは、親、祖父母、さらに

何代も遡る先祖からの命の流れに加わりました。これはいろい

ろな偶然が重なった大変な奇跡です。昨年の３月 11 日、私た

普通の暮らし、そして命がどんなにありがたいものか、実感さ

て１本しか打ってくれませんでした。すると
少し期間を空け、何度も通院しなければなら
ず、スケジュールもずれ込みます。どちらが
正しいか、
一般の人は分からないでしょうし、
僕もインターネットなどで調べたのですが、
判断がつきません。自分のことではなく子供

ワクチンで防げる病気は防ぐ
同時接種で感染リスクを低減
高畑 本日のテーマである育児、そしてワ
クチンについて昨年 月に待望のお子さんが
への接種となると責任が伴うのでより神経質
になります。
久住 平野さんもその回数に驚かれたよう
ですが、通常２歳までに季節性のインフルエ

万６千ほどあるのに対し、病児保育の施設は
８００くらいしかなく、確実に頼れるかとい
うと難しい状況です。そこで我々は、施設を
持たない病児保育を実施しています。病気の

Ｄ に
) 対する啓発活動を続けています。

被害の拡大抑え社会全体守る
赤ちゃん誕生前に家族も接種

を提供しています。
高畑 特に小さい子供は感染症にかかる回
数が多いので、助かりますね。

子供の家にスタッフを派遣し、かかりつけの
医者に見せたり、親が帰ってくるまで自宅で
お預かりするという訪問型病児保育サービス

久住 実は赤ちゃんが誕生する前から、家
族の方々のワクチンの準備は必要です。母親
の血液の中にある抗体 病
( 原体に対する免疫
効果があるたんぱく質 は
) 胎盤を通して赤ち
ゃんにも移行します。妊娠を予定されている
方は事前にどんな病気に対して免疫があるか
調べ、ない場合はワクチン接種をお勧めしま
す。例えばおたふく風邪などは妊娠中にかか
ると赤ちゃんに深刻な障害を残します。
また、
妊娠中でも不活化ワクチンであれば、安全に
接種できます。輸血時に感染リスクのあるＢ

百日ぜきの３種混合ワクチンなどを接種する
ことが推奨されています。
高畑 家族間での予防は、特に感染力の強
いロタウイルスのような病原体に対し有効で

予防接種は混雑した週末にしかできません。
先延ばしにするうち、子供が感染症にかかっ

駒崎 これまでに１万数千回の病児保育を
実施した経験からもワクチンの重要性をひし
ひしと感じます。
共働きで忙しくしていると、

型肝炎のワクチンなどは受けた方が良いでし
ょう。海外では両親だけでなく同居する祖父
母など家族の方にも、破傷風・ジフテリア・

すよね。うちの子供たちのときにはまだワク
チンはなく、長男も次男も感染し、入院した

震災以降、いわゆる専門家の言うことを素
直に受け入れられなくなりました。専門家の
持つ知識と一般の人の知識が大きく乖離（か
いり）しているため、リスクも含めてあらゆ
る情報を開示してもらうのは当然ですが、純

一番悩みますね。ワクチンに関するリスクは
決してゼロではないと理解していても、何を
基準に判断すべきか、実際に子供が生まれて
からは抽象的ではなく、現実として考える難
しさを感じています。

病院に緊急搬送される状態になってしまいま
した。そこで医師に告げられたのは「息子さ
んの状態は非常に深刻です。３分の１の確率

きなれない病気だと思いますが、私も当時は
知りませんでした。
昼間元気だった息子が夜、
急に熱を出し嘔吐（おうと）もしました。そ
れ以上は症状も変化しなかったので翌日受診
したのですが、発熱から 時間後にはこども

高畑 子供の健康に関わることですから、
心配は尽きませんよね。私自身の経験をお話
しさせていただきます。
長男が３歳半のとき、
細菌性髄膜炎という病気にかかりました。聞

久住 ロタは秋から春にかけて流行し、吐
いたり、熱が出たり、白い下痢便が続く病気
です。
５歳までにほとんど全員がかかります。
大人にも感染し、
短期間で一家全員が罹患
（り
かん）
することもあります。感染症の問題は、
被害が広範囲に拡大することです。ワクチン
は個人や家族だけを守るものではなく、友達

久住 かつてワクチンの不活性化が不十分
であったため健康被害が発生したり、人によ
ってはワクチンに対し過敏に反応を示すケー

平野 たぶん多くの方が僕と同様に「なぜ
日本はワクチン後進国になってしまったの
か」という疑問をお持ちだと思います。だか
ら日本では、リスクへの不安を払拭できない
方が多いのでしょう。納得できないまま「ワ
クチンを打ちましょう」といわれてもなかな
か踏み切れませんよね。

拭し、
子育てを楽しんでいただきたいですね。
本日はありがとうございました。

高畑 予防接種も含め医学情報や子育ての
知識は日進月歩で変わっています。様々な媒
体を使い、専門家にも相談しながら不安を払

て、子どもを守ろうの会」のＨＰのように分
かりやすく情報を整理しているところもあり
ます。不安な場合は医師と納得いくまでお話
しいただければと思います。
駒崎 ワクチンのリスクについても夫婦と
いうチームで積極的に話し合うことをお勧め
します。遠慮なく意見をぶつけ合うことで解
決策も生まれます。不安は分かち合うことで
減りますし、
逆に喜びは何倍にもなりますよ。

子供の成長を親は精いっぱい応援し、祈るばかりですが、健

おなかの赤ちゃんのために栄養のバランスを考えた食事を取ら

れたり、美しいものを見て心を安らかにされていると思います。

病気の予防のためにワクチンを接種することも親が子供のため

にできる数少ないことの１つです。幸せな人生をあらかじめ用

意することはできませんが、お二人からの心のこもったギフト

として贈っていただきたいと思います。

「ART&HEART トークイベント」は下記の共催、
協力により開催されました。

国立新美術館で開催中

4 月 22 日に開催された、
「ART ＆ HEARTトークイベ
ント」では東京 ･ 六本木の国立新美術館で開催中の「セ
ザンヌーパリとプロヴァンス」展（主催：国立新美術館、
日本経済新聞社）の見どころが紹介されました。同展は
近代絵画の父と称されるポール ･ セザンヌの画業を２つ
の場所に注目して振り返る大規模な個展です。坂東眞理
子さんもお勧めのように、親が美しいものを見て心を安ら
かにすることは子供の成長にとっても大事なこと。ぜひ足
を運んでみてください。

1899 年ごろ 油彩、
カンバス オルセー美術館

りんごとオレンジ
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，

開催場所：国立新美術館 ( 東京 ･ 六本木 )

開催期間：2012 年 3 月28日 ( 水 ) ～ 6 月11日 ( 月 )

開館時間：午前10 時～午後６時、金曜日は午後８時まで

( 入場は閉館 30 分前まで）

展覧会ホームページ：http://cezanne.exhn.jp/

情報を収集し不安を取り除く
夫婦で話し合い専門家にも相談

1500 円 ( 税込み )

観覧料金：一般当日券

毎週火曜日

※休館日

NPO 法人【仕事と子育て】カウンセリングセンター http://www.shigoto-kosodate.net

ンザなども含めると 種、計 回のワクチン
接種を受けます。同時接種ではその回数を
回にまで減らすことができます。通院を減ら
せるので感染症に暴露するリスク、また接種
のタイミングを待つ間に感染してしまうリス
クも減らせます。なるべく早く免疫をつける
ためにも積極的に同時接種を勧めています。
同時接種により効果が十分に得られるか、副
作用の頻度が上がらないかなど、きちんとデ
ータが検証されており、現在販売されている
ワクチンでは問題はありません。

次男は他の子にもうつすという迷惑をかけて
しまいました。

粋に科学的な問題に政治的な問題などが介入
して判断を難しくしている印象は、多くの人
が持っているのではないでしょうか。

で亡くなり、３分の１の確率で後遺症が残り
ます。元通りに回復する確率は３分の１で
す」
。目の前で何が起きているのか分からず、

やクラスメート、近隣の方々、ひいては社会
全体を守ります。ワクチンの接種率が上がる
ことで、
その病気自体の流行が減り、
免疫力が

スも多かったため、ワクチンに対し悪い印象
を持たれたこともありました。製薬企業が社
会的責任を自覚し、販売まで厳正な手続きを
やかな成長のためにいくつかの贈り物はできます。今皆さんは、

が、父親も主体的にこの問題に関わり、夫婦
で話し合って備えることが大事です。

高畑 実際にワクチン接種について不安を
覚えた経験がおありですか。
平野 最初に子供を連れていった病院では

弱いとか、何らかの病気でワクチン接種を受
けられない人たちをも守ることができます。
経済的な影響も見逃せません。例えば、世

踏むのは当然ですが、我々も常に最新の情報
を得ることが必要です。海外の学会でしか発

表されなかったような情報もネットで簡単に
入手できますし、ＮＰＯ法人「ＶＰＤを知っ

「同時接種は大丈夫」と、１日に何種類も接
種したのですが、次に行った病院では「同時
接種は赤ちゃんに負担がかかります」といっ

ただ息子の命が危ない、とだけしか感じられ
ませんでした。
幸いにも息子は後遺症も残すことなく無事
に回復し、今は好きなサッ

帯収入６００万円の共働き夫婦が１週間仕事
を休むと、収入ロスは 万円ほど。個人事業
主の場合はさらに深刻です。また子供の医療

保育園では他の園児への感染も考え、大体熱
が３７・５度以上あると預かってくれません。
そんなときに保育園に代わって子供を預かる

「セザンヌーパリとプロヴァンス」展

企画・制作＝
日本経済新聞社
クロスメディア営業局

カーに打ち込んでいます。
当時私は、息子が聞いたこ
ともない病気に運悪くかか

費は多くの場合、自治体の補助制度がありま
すが、社会全体での医療費負担増には変わり
ありません。ロタワクチンは昨年承認された
ぜひ大事に育てていただきたいと思います。

久住
12

のが病児保育です。しかし保育園が全国に２

告
り、奇跡的に回復したと思
っていましたが、誤りでし
た。細菌性髄膜炎は決して

ばかりで自費接種ですが、接種することでよ
り多くのものを守れるのです。

れた方も多かったと思います。皆さんもこれから誕生する命を

36

経験をこれから父親、母親
になる方には味わわせたく
ないという思いから、ワク
チンで防げる病気 Ｖ
(Ｐ

広

まれな病気ではなく、予防
できるヒブワクチンが世界
では当たり前に使われてい

特に大切なのは父親の協力です。どうしても
母親頼みになってしまうケースが多いのです

てしまい、看病のため１週間会社を休まざる
を得なかった、
といった話をよく耳にします。
今からでもワクチンについてよく勉強し、準
備することで緊急事態も減らせるでしょう。

こまざき・ひろき 学生ＩＴベンチャー
経営者を経て、日本初の「共済型・
非施設型」の病児保育サービスを行
うフローレンスをスタート。東京 23 区
を中心に働く家族をサポートしている。
2010 年より厚生省「イクメンプロジェ
クト」推進委員。１児の父。

生まれたばかりの平野さんに、まずお伺いし
ます。実際に父親になられてから、ワクチン
に対する知識や考え方に変化はありました
か。

平野 予防接種のスケジュール表をもらっ
たとき、想像以上に多くのワクチンを打たね
ばならないことにちょっと驚きました。
また、
ポリオの不活化ワクチンが話題になったとき
だったので、どう判断するかも悩みました。
今住んでいる東京では、不活化ワクチンはま
だ導入されていなかったため、本日同席され
ている久住先生に紹介していただいた病院に

弘樹氏

駒崎

10

病児保育で共働きをサポート
父親の理解と協力が不可欠

英二氏

14

たのです。本来使われるべ
きワクチンが日本では使わ
れておらず、親として子供

行き、２回目の接種が済んだところです。や
はり親としてはリスクの問題をどう考えるか

くすみ・えいじ 仕事や子育てに忙し
く医療機関を受診できない「現代の
医療弱者」に医療を提供すべく、ＪＲ
立川駅とJR 川崎駅に平日夜 9 時ま
で内科・小児科・皮膚科の診療を行
う「ナビタスクリニック」を開設。医療
提供体制の変革を提唱し、行政刷新
会議の規制仕分け人を務めた。

紀一氏

啓一郎氏
平野

28

（コーディネーター）
たかはた・のりかず 長男の細菌性
髄膜炎罹患をきっかけに子供たちを
ＶＰＤから守るために様々な活動に身
を 投 じ る。2011 年「 ＋ Action for
Children」を設立。予防医療や医療
コミュニケーションについて積極的に
発言を重ねる。

高畑

11

駒崎 共働きの世帯にとって、本当に困る
のはどうしても仕事に行かなくてはならない
ときに、
子供が病気になってしまうことです。

左から高畑、平野、久住、駒崎の各氏

を守ってあげられなかった
と知り、愕然（がくぜん）
としました。こんなつらい

催：NPO 法人【仕事と子育て】カウンセリングセンター
グラクソ ･ スミスクライン株式会社
力：NPO 法人フローレンス、+Action for Children、
NPO 法人 HANDS、
NPO 法人赤ちゃんファミリー応援隊、
一般財団法人世界こども財団、株式会社ロハスメディア、
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社、
ハウス ウェルネス フーズ株式会社、大塚製薬株式会社
■協

4 月 22 日・東京ミッドタウンにおいて、出産を心待ちにするプレママ ･ プレパパを対象に「ART
＆ HEARTトークイベント」( 主催：日本経済新聞社クロスメディア営業局 ) が開催されました。
＋ Action for Children 代表の高畑紀一氏をコーディネーターに、小説家の平野啓一郎氏、
NPO 法人フローレンス代表・駒崎弘樹氏、ナビタスクリニック立川院長・久住英二氏が参加し
たトークショーでは、夫婦二人での子育ての楽しさや苦労とともに、子供を病気から守るワクチ
ン接種の大切さが語られました。

ばんどう・まりこ 1969 年東京大学卒業、
総理府入府。埼玉県副知事を経て、98 年
在オーストラリア連邦ブリスベーン総領事、
2001年内閣府男女共同参画局長を務める。
07 年昭和女子大学学長就任、現在に至る。

ひらの・けいいちろう 京都大学法学
部卒。在学中に投稿した「日蝕」に
より第 120 回芥川賞を受賞。以降長
編「葬送」をはじめ、
「一月物語」
「高
瀬川」
「滴り落ちる時計たちの波紋」
「決壊」「ドーン」などを発表。各国
でも翻訳 ･ 紹介されている。１児の父。
■共

知っていますか？
デキる親の子育て危機管理スキル
眞理子氏
坂東

夫婦一緒に考えよう！
共催者挨拶「ART＆ HEART トークイベント」によせて

森山編集デザイン事務所
企画制作 G：金井、脇田
営業担当者：部・
5校
15 段 1 割
子育て企画
5/30
M

ちは命のはかなさ、日常生活のもろさを目の当たりにしました。

