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【個人情報の取り扱いについて】 
 

法令の定める場合などを除き，本人の許可なく，その情報を第三

者へ開示・提供することはありません。なお，医療個人情報，個人

情報を取り扱う場合は，慶應義塾医療個人情報保護規程，慶應義塾

個人情報保護規程(詳しくは，慶應義塾の個人情報保護のページ，

https://www.keio.ac.jp/ja/privacy-policy/をご覧ください），

慶應義塾の学術研究の用に供する個人情報保護規程に掲げる事項を

遵守し，適正に管理を行います。 
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＜医療系学部生実習前感染対策＞ 
 

 
  

•胸部X線検査； 定期学生健康診断で実施

•IGRA検査（血液検査）； 保健管理センターで実施

結核

•それぞれのワクチン2回接種
または

•抗体測定＋抗体価によって定められる回数のワクチン接種
； いずれも各自で実施

⇒保健管理センターへ記録を提出

麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘

•ワクチン基礎接種； 保健管理センターで接種（希望者のみ）

•HBs抗体検査（血液検査）； 保健管理センターで実施

•ワクチン追加接種； 保健管理センターで接種（HBs抗体陰性の者）

•
⇒保健管理センターへ記録を提出

B型肝炎

•便培養検査； 保健管理センターまたは学部で実施
（本検査は一部の実習でのみ実施）

腸管感染症

•実習先が求める資料作成； 保健管理センターで作成

•実習によっては，感染対策終了前の参加となります。

•ワクチン不応者，ワクチン接種不適切者などは，保健管理センター

より各学部の学事担当者へ説明します。

実習参加
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＜実習前対応一覧＞ 
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１. 実習前感染対策における 

保健管理センターの役割 
 

医療系学部生諸君は卒業までに，医療現場に出て，患者さんから直接多

くのことを学ぶ臨床実習を行う機会があります。その際，医療現場で遭遇

する感染症から自分自身を守ることは重要です。さらに，諸君が感染源に

なって，患者さんや医療スタッフへ感染を拡げてはいけません。 

 

そのために，諸君は医療スタッフが行っている備えと同等の備えを持っ

た状態，即ち，特定の病原体に免疫を持っていて，特定の病原体に感染し

ていない状態で実習に臨む必要があります。 

 

もし特定の免疫能が不十分と判定された場合は，その免疫能を高めてか

ら，もし感染症に罹っていると診断された場合は，その治療を行ってから，

実習に参加することになります。 

 

保健管理センターは，以下の手順で，諸君がそれらの備えを効率的に行

うためのお手伝いをします。 

 

 結核対策； 
 定期健康診断の胸部 X 線検査で肺結核の発症の有無を調べます。 

 IGRA 検査で結核感染の有無を調べます。 

 これらの検査で結核の治療が必要と判定された場合は，実習前

に外部医療機関を紹介しますので，治療を行ってください。 

 

 麻疹ウイルス･流行性耳下腺炎ウイルス･風疹ウイルス･水

痘ウイルス対策； 
 それぞれ 2 回のワクチン接種により十分な免疫能を獲得します。 

または 

 抗体検査後，必要な回数のワクチンを接種することにより十分

な免疫能を獲得します。 

 

 Ｂ型肝炎ウイルス対策； 
 ワクチン接種後，抗体獲得検査で十分な免疫能を確認します。 

 ワクチン接種は，まず基礎接種を行い，必要なら追加接種を行

います。 
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 腸管感染症対策； 
 便培養検査で，特定の腸管感染症への罹患の有無を調べます。 

 治療が必要と判定された場合は，外部医療機関を紹介します。 

（本検査は，常時行われるものではなく，実習先から求められた場

合のみ行います。） 

 

 保健管理センターは，これらの諸君の感染対策実施状況のデータを

収集し，それを元に，実習先や慶應義塾大学病院および信濃町キャ

ンパスに提出する各種証明書を作成します。ワクチン接種や検査を

受けなかった場合，それらを報告していただけなかった場合は証明

書が作成できず，慶應義塾大学病院や外部医療機関等での臨床実習

参加に支障をきたすことがあります。 

 

このハンドブックは，諸君が実習前の諸感染症対策を完結させるために

必要な情報をまとめたものです。 

 

 

 

 

  

保健管理センターからのお願い 
 
 検査やワクチン接種を受ける場合，保健管理センターが設定し

た日時を守り，保健管理センターに来所してください。また，

外部機関でそれらを受ける場合は，報告期限に間に合うように

受けて，結果を保健管理センターへ報告してください。 

 

 WEB アンケート，WEB 報告の期限を守ってください。 

 

 指定された提出期限に遅れる場合は，事前に保健管理センター

に連絡してください。 

 

 保健管理センターで行う検査やワクチン接種を事前の連絡なく

受けなかった場合，自己負担の上，外部医療機関で対応してい

ただきます。事前の連絡（当日を除く）をいただいた場合，別

日が設定できる場合もありますので，ご相談ください。 
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１. 実習前感染症対策の必要性 
 

 医療現場で起こる感染を「院内感染」と言いますが，この院内感染の予

防には 2 つの側面があります。自分を感染から守ることと，周囲を感染か

ら守ること，即ち，自分が感染源にならないということです。 

 

病原体の中には，血液を介して感染が成立するものがあります。医療現

場では，患者さんの血液や体液に触れてしまう「血液曝露」を被るリスク

が高く，中でも，患者さんの採血や穿刺に使用した注射針を自分の皮膚に

刺してしまう「針刺し事故」での血液曝露が多く発生します。この「血液

曝露」の際に患者さんが血液（体液）感染する病原体を保有していた場合，

感染が成立しますが，それも院内感染です。近年，教育の徹底や使用器具

の改良等で，この「血液曝露」を減らす取り組みがなされていますが，完

全には防げていません。Ｂ型肝炎ウイルス（HBV）は，血液曝露で感染す

るウイルスの代表例です。 

 

麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘（MMRV）ウイルスは感染力が強い

ウイルスですが，医療現場にはこれらに感染し，治療を受ける方もおり，

医療従事者にはそれらの疾患への罹患リスクもあります。 

また，本邦でも 2020 年の初頭から「新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）」が流行し，院内に病原体が広く拡散してしまう「院内感

染」がクローズアップされましたが，感染力が強い MMRV ウイルスも同

様の院内感染を起こし得ます。医療従事者は COVID-19 と同様，MMRV

ウイルスを院内に持ち込み，その院内拡散の原因になってはいけません。 

 

病気の中で，ワクチン接種が感染防御に有効なものを vaccine 

preventable diseases （VPDs）と定義しますが，上述の MMRV や HBV

もこの VPDs です。実習開始前に，適切にこれらのワクチン接種を受け，

感染防御を行うことで，自身をこれらの病原体から守り，医療現場への病

原体の持ち込みを防ぐことができます。 

 

結核菌や腸管感染症原因菌も重大な院内感染を起こすので，院内感染予

防の対象です。しかし，これらへのワクチン接種は，日本ではまだ医療機

関への立ち入りの要件になっておらず，その予防は，これらの病原体に感

染していないことの証明が必要です（BCG については p.20 参照）。 
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病院の血液曝露対策 
 

慶應義塾大学病院内にある保健管理センター信濃

町分室では，例年150件程の血液曝露事故対応を行っ

ています。体液・血液に曝露した人の被曝状況と免疫

状態，曝露源の感染状況より，必要に応じて C型およ

びB型肝炎ウイルス（HCV，HBV）とヒト免疫不全ウ

イルス（HIV）の対応を行います。 

 

基本的には，これらのウイルス感染成立を監視する被曝者の定期的な

血液検査ですが，感染のリスクが高いと判断された時はHBV対策とし

てHBVへの抗体を多く含んだ血漿分画製剤の投与，HIV対策として抗

HIV薬の投薬を行います。HBVワクチン基礎接種後，抗体を獲得した場

合，以後HBV感染者の血液に曝露されても顕性の急性B型肝炎の発症な

ないことが報告されていますので，被曝者がHBVへの感染対策を適切

に行っていれば，血漿分画製剤の投与はしません。HBVワクチン基礎接

種（１シリーズ，3回）を完遂しましょう。 

 医療先進国の米国では，医療機関に立ち入る場合の感染対策が州の法

律で厳しく義務付けられています。日本では，まだ，法的な根拠はありま

せんが，日本の多くの医療機関が，日本環境感染学会発行のガイドライン

（http: //www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/va

ccine -guideline_03(2).pdf）に従った対策を講じており，保健管理セ

ンターが提示している対策もそれに準拠しているものです。 
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２. 実習前感染症対策で対象となる感染症 
 

実習前感染症対策の対象になる結核，麻疹，流行性耳下腺炎，風疹，水

痘，B 型肝炎，腸管感染症の概略を記します。 

 

（１） 結核 
 

1955年以降，日本では結核患者数は急速に減少しました。現在，登録

患者は数万人，新規発症者は年間約1万件程度です。近年，治療薬の進歩で

治癒も望めますが，依然，年間約2千人程度の死亡者がいます。 

 

結核菌に感染すると，結核菌の感染が持続するが無症状の潜在性結核感

染症（LTBI）になることがあります。本邦の高齢者の中には，日本で結核

が蔓延していた時代に結核菌に感染し，LTBIになった方が相当数いると推

測されます。これらの方が，無治療で過ごされ，加齢や疾病による免疫能

低下を契機に，結核を発症することがあります。近年，結核に対する抵抗

力が不十分な若年医療従事者が，結核発症の認識なく咳などで来院された

患者さんからの結核菌の曝露を受け，感染する例が報告されています。 

 

信濃町キャンパスでは，年間30日以上キャンパス内に出入りする方（研

修生，見学生は１週間以上）全員に，最低，毎年１回の胸部X線検査が義務

付けられています。 

 

 

（２） 麻疹･流行性耳下腺炎･風疹･水痘 
 

麻疹･流行性耳下腺炎･風疹･水痘（MMRV）は，小児期に多くみられる

急性のウイルス感染症ですが，近年，成人発症例も増えています。麻疹と

水痘の成人発症例は小児発症例よりも重篤になることがあります。妊娠初

期に母体が風疹ウイルスに感染すると，胎児が先天性風疹症候群を発症す

ることがあります。流行性耳下腺炎の成人発症例では，時に，睾丸炎や膵

炎等を併発し，睾丸炎の発症は男性不妊の原因にもなります。 

 

信濃町キャンパスでは，2011年2月より，年間30日以上キャンパス内

に出入りする方（研修生，見学生は１週間以上）全員に対し，MMRVに対

しての免疫を獲得したことの証明書提出を義務付けています。 
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（３） B 型肝炎 
 

B型肝炎ウイルスは，感染者の血液や体液を介して感染します。他人の血

液や体液に曝露する機会が多い医療現場は，本ウイルス感染のハイリスク

部署です。本ウイルスに感染した場合，不顕性感染と言って，症状がほと

んど無いまま感染が終了してしまうこともありますが，多くは急性肝炎を

発症し，通常1～2ヶ月ほどの安静加療が必要になります。また，一部，慢

性肝炎に移行し，長期の加療が必要になったり，肝硬変，肝がん，劇症肝

炎に進展し，生命の危険にさらされたる場合もあります。よって医療現場

では，ワクチン接種による本ウイルスへの免疫獲得が推奨されます。 

 

 

（４） 腸管感染症 
 

腸管感染症の多くは，病原体に汚染された食物を介して感染しますが，

保菌者が病原体が付着した手で触れた部位を別の方が触り，その手から，

食事の際などに感染が成立することもあります。医療従事者が保菌者であ

る場合，医療行為で患者さんや患者さんの衣服に触れ，そこを患者さんが

触れることで感染が成立することもあります。腸管感染症対策も院内感染

対策として重要です。 

 

本症の主な起因菌は，病原性大腸菌（O157等の腸管出血性大腸菌を含

む）･カンピロバクター菌･サルモネラ属菌･赤痢菌･クロストリジウム-ディ

フィシル菌･腸炎ビブリオ菌等の細菌，ノロウイルス･ロタウイルス等のウ

イルスです。下痢等の症状があれば感染に気づきますが，時に病原体を保

有しながら，無症状のキャリアになっていることもあります。この場合，

本人は感染症罹患の自覚がなく，手洗いの徹底等の感染対策が不十分であ

ると，感染を広げてしまいます。 

 

近年，抗生剤の過剰使用が原因とされる，薬剤耐性菌の腸管感染症の院

内感染が大きな問題になっています。特に免疫能が低下している方が，こ

の菌に罹患した場合，治療は難航し，時に致死的です。 

 

実習前に便培養検査で，便中の腸管感染症起炎菌の有無の確認が求めら

れることがあります。しかし，すべての腸管感染症起炎菌すべてを調べる
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ことは不可能です。また，検査時は感染していなくても，腸管感染症はい

つでも起こり得ます。症状が無くとも普段から手洗いを徹底しておくこと

が院内感染予防策として重要です。また実習中，下痢･嘔吐等の症状が出現

した場合は，直ちに担当教員に報告し，医療機関を受診することも重要で

す。必要に応じて，一定期間実習や登校が禁止となります。 
  

米国医療機関の感染対策 
 

諸君の中には在学中に米国を含めた海外へ留学する人もいると思

います。米国では，医療施設や大学に立ち入る際に，各州の法律で

定められた，immunization record（IR）という，感染対策終了証

明書の提出が必須です。その要件は，施設がある州で異なります

が，多くの場合，今回諸君が行う対策に加え，破傷風，ジフテリ

ア，百日咳，髄膜炎菌，インフルエンザへの対策が加わったもので

す（横山裕一．慶應保健研究 35(1); 83-90，2017. http://www.

hcc.keio.ac.jp/ja/research/assets/files/35-13.pdf）。 

将来留学希望の学生は今回諸君が受けた検査結果やワクチン接種

記録は重要ですので，各自で大切に保管しておいてください。 
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 Ⅲ  実習前感染対策 

各論 
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１. 結核対策 
 

【結核感染対策の概略】 
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（１） 胸部 X 線検査 
 

◆ 検査の概要 
定期健康診断に含まれる胸部 X 線検査で，肺結核を発症していな

いかどうか判定します。毎年の定期健康診断の詳細は，別に配布す

る｢定期健康診断のお知らせ｣でお知らせします。 
 

◆ 注意事項 
妊娠等， X 線被曝を避けるべきとされている方は，保健管理セン

ター窓口，または定期健康診断会場受付でお申し出ください。 
 

◆ 結果の見方 
結果は定期健康診断の結果報告書の中に記されています。 

 異常所見を認めず 

 異常所見あり 

胸部 X 線検査では結核の有無以外の所見も個別に記されていま

す。軽微な異常で就学上の問題となる所見ではない場合もあり

ます。 

 

 事後措置 
 異常所見を認めず 

事後措置は不要です。次年度の定期健康診断をお受けください。 

以下（２）の IGRA 検査の結果で，医師面接が必要な場合もあ

ります。その際は指定の日時に所属地区の保健管理センターに

お越しください。 
 異常所見あり 

必要な場合，医師面接を設定します。その際は，指定の日時に

所属地区の保健管理センターにお越しください。 
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（２） IGRA（Interferon-Gamma Release 

Assays）検査 
 

◆ 検査の概要 
結核菌への感染の有無を判定します。結核菌特異抗原の刺激によっ

てリンパ球から遊離されるインターフェロンγを指標とする検査です。

結核菌に感染している人から採取したリンパ球は多くのインターフェ

ロンを放出します。 

QFT-Plus（クォンティフェロン TB ゴールドプラス）と T-SPOT

（ティー・スポット-TB）の 2 種類の検査方法があり，現在，保健管

理センターでは T-SPOT を採用しています。 

 

◆ 注意事項 
以下の事項に当てはまる方は検査前に配布される問診票で申告して

ください。 

 過去に結核の診断を受け，その治療を受けたことがある方。ま

たは現在治療中の方。これらの方々は本検査の対象外です。 

 免疫不全を伴う疾患に罹患している方。免疫抑制剤を使用中の

方。これらの方々は本検査で正しい結果を得られない場合があ

ります。 

 妊娠中の方。４週間以内に麻疹･流行性耳下腺炎･風疹･水痘等の

ウイルス疾患に罹患した方やそれらのワクチンを含めた生ワク

チンの接種を受けた方。これらの方々は検査の延期が必要です。 

 

◆ 結果の見方 
 陰性 

結核に感染していません。（感染直後，経過の長い感染，治療中

の感染の場合，感染していても陰性になることがあります。） 
 判定保留 

結核感染の可能性が否定できません。 
 陽性 

結核感染が強く疑われます。 
 判定不可 

リンパ球の反応性など，検査ができない状態です。 
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◆ 事後措置 
 陰性 

結核感染は否定的です。しかし，医療系学部生は，結核の発症

を否定するために，毎年，定期健康診断で胸部 X 線検査を受け

てください。 
 判定保留･陽性･判定不可 

専門の医療機関で再検査や追加検査を受ける必要があります。

その結果，治療が必要になる場合もあります。紹介状を作成し

ますので，指定の日時に所属地区の保健管理センターにお越し

ください。 
 

 

 

 

  
BCG 

（Bacillus Calmette Guerin Vaccine） 
 

BCG は牛に感染する結核菌を弱毒化したもので，いわば，結核菌

に対するワクチンです。乳幼児期に接種すると，結核の発症を 52～

74％程度，結核性の髄膜炎や全身性の結核の発症を 64～78％程度

予防するとされています（Colditz GA et al.JAMA 271; 698-

702，1994）。 

日本では生後 5～12 歳の幼児を対象に広く接種されています。日

本の結核の発生率は米国の発生率の 4 倍程度ですが，小児に限ると米

国の発生率を下回っています。その違いは，米国では BCG 接種が一

般的でないことを鑑みると，BCG 接種効果の可能性があります。 

過去に BCG 接種を受けたことがない方

にはその接種を推奨します。一方，BCG を

再接種しても効果は増強されないとされ

ており，BCG 接種歴のある方への再接種

は推奨されません。BCG 接種歴は母子健

康手帳で確認できます。 

また，BCG 接種は結核に未感染の方が

対象です。IGRA 検査が陽性の方は，BCG

接種の対象外です。 
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２. 麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘対策 
 

【麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘対策の概略】 
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近年，日本環境感染学会は「（本邦の）医療関係者のためのワクチンガイド

ライン」を作成し，本邦の多くの医療機関がその指針に従っています。同

指針では，麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘（measles，mumps，rubella，

varicella; MMRV）に関して，病院への立ち入る際の要件は 

① 各ウイルスに対する 2 回のワクチン接種が証明されること。 

② ①が証明できなくとも，それぞれの抗体価が強陽性であること。 

③ ①②が証明できなくとも，抗体価が疑陽性～陽性の場合，検査後に

1 回のワクチン接種が証明されること。 

としています（抗体価が陰性の場合は，２回のワクチン接種が必要です。）。 

 

 「証明書のないワクチン接種（の記憶）」，「各疾患の既往歴」は要件を満

たすことにならないとされています。（http://www.kankyokansen.org

/uploads/uploads/files/jsipc/vaccine-guideline_03(3).pdf） 

  ワクチン接種にあたっては，p.35～「ワクチン接種の注意事項」をよく

お読みください。 

 

 

（１） ワクチン接種歴による要件の充足 
 

＜具体的な手順＞ 

① 各々のワクチン接種日を，母子手帳，ワクチン接種証明書などで確認

する。 

② その接種日を指定の保健管理センターWEB に登録。 

③ 確認した書類のコピーの PDF を同 WEB にアップロード。 

★ワクチンは外部医療機関（費用は自己負担）で，接種してください。 

★ワクチン接種時に「ワクチン接種証明書」をもらってください。 

（母子手帳を持参して，そこに記載してもらっても結構です。） 

 

 MR（麻疹，風疹）ワクチンを 1 回接種した場合は，麻疹と風疹のワク

チンを 1 回ずつ，同様に MMR（麻疹，風疹，流行性耳下腺炎）ワクチン

を 1 回接種した場合は，麻疹，風疹，流行性耳下腺炎のワクチンを 1 回ず

つ接種したことになりますので，そのように登録してください。 

 

証明できるワクチン接種が 2 回に満たない場合は，それを満たすように

ワクチン接種を行い，接種終了後に，登録してください。 

 

「ワクチン接種歴があっても証明できない」，「それぞれの疾患に罹患し
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た（罹患歴がある）」場合も，ワクチン接種歴がなかったと判定され，２回

のワクチン接種が求められます。しかし，これらの場合，以下（２）に記

載した抗体検査を行うことで，必要ワクチン接種回数を減らすことができ

る場合があります。 

 

 

（２） 抗体検査とワクチン接種歴による要件

の充足 
 

MMRV の「証明できないワクチン接種歴」や「罹患歴がある」場合，抗

体検査を行うことで，必要ワクチン接種回数を減らせる可能性があります。

日本環境感染学会は，MMRV に関して，抗体検査とワクチン接種歴を併せ

た医療機関立ち入り許可条件も公示しています（表１）。 

 

ワクチン接種歴も罹患歴も無い場合は，抗体は陰性の可能性が高く，結

局，ワクチンの 2 回接種が必要になるので，抗体検査はお勧めしません。 

 

 

表１）MMRV 抗体検査の結果（IgG EIA 法）区分とワクチン接種必要回数 

抗体検査結果区分 陰性 疑陽性～陽性 強陽性 

麻疹 

（はしか） 
2.0 未満 

2.0 以上 

16.0 未満 
16.0 以上 

流行性耳下腺炎 
（おたふくかぜ，ムンプス） 

2.0 未満 
2.0 以上 

4.0 未満 
4.0 以上 

風疹 

（三日はしか） 
2.0 未満 

2.0 以上 

8.0 未満 
8.0 以上 

水痘 

（みずぼうそう） 
2.0 未満 

2.0 以上 

4.0 未満 
4.0 以上 

ワクチン接種 

必要回数 
２回 1 回 不要 

 

 

＜具体的な手順＞ 

① MMRV の中で必要なものの抗体検査（原則 IgG EIA 法）。 

② 抗体価に対応する必要ワクチン接種回数を（表１）で確認し，その

回数のワクチン接種。 
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③ 抗体価，抗体検査日，ワクチン接種日を指定の保健管理センター

WEB 登録。 

④ 抗体結果表，ワクチン接種証明書などの証明書類の PDF を同

WEB 上にアップロード。 

＊ 抗体検査，ワクチン接種は保健管理センターまたは外部医療

機関（費用自己負担）で受けてください。 

＊ 抗体検査，ワクチン接種時に「抗体結果表」「ワクチン接種証

明書」をもらってください。（「ワクチン接種証明書」は母子手

帳を持参して，そこに記載してもらっても結構です。） 

＊ 過去に別の方法で抗体検査をした場合は，その有効性，結果の

解釈を個別に判断しますので，保健管理センターまでご連絡

ください。 

＊ 信濃町キャンパス所属者（大学院新入生）は信濃町キャンパス

の指示に従ってください。 

 

＜その他＞ 

ワクチン接種歴または罹患歴があっても，誤ったワクチンの接種，時間

経過，誤診などの理由で抗体が陰性になっている場合もあります。その場

合，ワクチンの 2 回接種が必要になります。 
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予防接種の効果は 

いつまで続くか？ 
 

予防接種（ワクチン）には，病原性を死活させた病原体，または，

病原体の成分の一部を接種する「不活化ワクチン」と，病原性を弱め

た病原体そのものを接種する「生ワクチン」があります。 

一般的に「不活化ワクチン」の効果持続は通常短く，代表例のイン

フルエンザワクチンでは，数カ月程度です。 

一方，自然感染と同様の免疫応答を引き

起こす「生ワクチン」の効果持続は長く，

「生ワクチン」の代表例の，MMRVそれぞ

れのワクチンの効果は年単位で続きます。 

かつて，MMRVは一度感染したり，一回ワクチン接種すれば，終生

免疫が持続するとされていました。過去には，免疫獲得後に環境で病

原体に接触する機会が多く，ブースター（免疫刺激）効果が得られた

ためと思われます。しかし，現在，MMRVワクチン一回接種の終生免

疫効果持続は否定的です。ワクチンの普及で，MMRV患者数が激減

し，ブースター効果が得られにくくなったためと推測されます。その

後，MMRVワクチン効果を長く持続させるために，それぞれの2回ワ

クチン接種が必要というコンセンサスが確立しました。 

ところが，2015年に米国のアイオワ大学で流行性耳下腺炎が大流

行し，ワクチンを2回以上接種した学生の中にも発症者が出てしまい

ました。さらに，２回目の接種から13年以上経過した学生では，3回

目のワクチン接種が発症率を70％以上抑制していたことも判り，流

行性耳下腺炎ワクチンは，3回接種することが望ましいと結論されて

います。（Cardemil CV et al NEJM 2017;377:947-56.）。今

後，調査が進み，MMRVの推奨ワクチン回数が変わるかもしれませ

ん。 
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３. B 型肝炎対策 
   

【B 型肝炎ウイルス感染対策の概略】 
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血液曝露の代表例の B 型肝炎ウイルス（HBV）感染の予防にワクチン接

種が有効です。HBV ワクチンは，（HBV の HBs 抗原に対する中和抗体で，

同ウイルスへの感染防御作用を持つ）HBs 抗体産生目的に接種されます。

HBs 抗体は血中濃度が 10mIU/ml 以上で，その作用が発揮されるので，

ワクチン接種後に抗体価がそのレベルに達した場合，ワクチン接種後の陽

転化と判定します。 

 

本ワクチンは，基礎接種という約半年かけて３回接種するプロトコール

で接種し，終了後に血液中の HBs 抗体を測定します。陽転なら対応終了，

不陽転なら追加接種を行います。陽転率は 90%以上です。 

 

追加接種に関しては，米国疾病対策センター（CDC）は再度基礎接種を

行うことを推奨しており，それでも（ワクチン接種計 6 回）陽転しない場

合を「ワクチン不応」としています。 

 

保健管理センターは，希望者に基礎接種，追加接種を行っています。 

 

過去に HBV 感染しても HBs 抗体は陽転します。HBV 感染既往のある

方は通常，ワクチン接種は不要です。また，HBV 持続感染（キャリア）の

方へはワクチンの効果が無いので接種対象外です。 

 

 

＜具体的な手順＞ 

① WEB または書面によるワクチン接種申し込み。 

② 保健管理センターにおける基礎接種。 

③ 抗体獲得確認検査（血液検査による HBｓ抗体測定）。 

④ 必要な場合，追加接種を受けるかどうか相談。 

希望がある場合，追加接種。 

⑤ 抗体陽転後，またはワクチン不応者との判定後，ワクチン接種

日，抗体価の WEB 登録。 
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（１） B 型肝炎ワクチン接種申し込み 
       ※信濃町キャンパスは院内のワクチン外来で対応します 

 

保健管理センターで行う HBV 基礎接種申し込みを WEB または書面で

アンケートを行います。アンケートは全員にお答えいただきます。 
 

 
 以下の方々は，今回，保健管理センターでのワクチン接種を保留する選

択もあります。判断に迷う場合，保健管理センターへご相談下さい。主治

医がおられる方は主治医と（も）ご相談ください。 

 

今回保健管理センターでワクチン接種を受けない方々も，保健管理

センターでワクチン接種終了後に行う「抗体（獲得）確認検査」を受

けていただき，追加の措置が必要かどうか判断いたします。 

 

 基礎疾患への罹患や免疫不全状態 

主治医とご相談ください。主治医が接種可能と判断された場

合は，ワクチンを申し込み，接種の際に書く問診票にその旨記

して接種を受けてください。 

 妊娠 

時期をずらしての接種をお勧めします。 

 HBV キャリアまたはキャリアの可能性 

HBs 抗原を測定し確認します。 

キャリアの方はワクチン接種対象外です。キャリアでないと

判定された場合，ワクチン接種対象になることもあります。 

 HBV の既感染 

「抗体獲得確認検査」の結果で事後措置を決定します。 

 HBV ワクチン施行済（証明あり，証明なし，未完遂） 

「抗体獲得確認検査」の結果で事後措置を決定します。 

過去に基礎接種未完遂の場合は，基礎接種が勧められる場合も

ありますので，保健管理センターでご相談ください。 

 今後，外部医療機関でワクチンを施行する予定 

「抗体獲得確認検査」の結果で事後措置を決定します。 

 その他（信条など） 

事由により保健管理センター医師が面接をいたします。 
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（２） B 型肝炎ワクチン基礎接種 
 

 （1）のアンケートで希望があった方に行います。 
 有料です。 
 例年，５月，６月，11 月頃に行います。 
 ワクチン接種を受ける際に，p.37～の「B 型肝炎ワクチン接種の際

の注意」をお読みください。 
 

（３） B 型肝炎ワクチン接種後抗体獲得確認

検査 
 

◆ 検査の概要 
 B 型肝炎ウイルス抗体検査（HBs 抗体検査，CLEIA 法） 
 ワクチン接種後 HBs 抗体を獲得したかどうかの検査です。 
 基礎接種終了後，１～２ヶ月後に検査（採血）します。 
 今回，保健管理センターで基礎接種を受けなかった人も，過去

の対策，または今回外部医療機関で行った対策の有効性を調べ

るために対象になります。 
 

◆ 結果の見方 
 陰性：10mIU/mL 未満；陰性（HBs 抗体を獲得していない） 
 陽性：10mIU/mL 以上；陽性（HBs 抗体を獲得） 

 

◆ 事後措置 
 陰性：10mIU/mL未満 

追加接種，または免疫の記憶試験（p.32参照）をお勧めします。 
 陽性：10mIU/mL以上 

対策は終了です。WEB登録を行ってください。 
 

基礎接種の陽転化率は 90%以上ですが，毎年，基礎接種で陽転化しない

方が必ずいて，追加接種をお勧めしています。 

 

追加接種のプロトコールには，日本式と米国式があります。米国式のご希

望があれば対応します。通常，保健管理センターでの調査の知見から，両

方を併せた混合式をお勧めしています（p.31 参照）。 
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（４） HBs 抗原検査 
   

主に，HBV キャリアの申告があった方の確認のための検査です。 

キャリアの方にワクチンを接種しても抗体は産生されません。本結果を

ワクチン不応ケースの原因探索の参考にすることもあります。 

 

血液検査で，CLEIA 法を用い，HBs 抗原を測定します。 

結果が 1.0 COI 以上の場合，B 型肝炎ウイルスに感染していることを示

します。その場合，医師面接を設定する場合があります。 

 

なお，HBV キャリアと診断された場合，HBV 感染対策は終了になりま

す。 

また，キャリアと申告され，本検査が陰性だった場合，キャリアではあ

りませんので，HBV ワクチン接種をお勧めします。 

 

 

（５） B 型肝炎ワクチン追加接種 
 

 HBVワクチン基礎接種で陽転化しなかった方が対象です。 
 毎回のワクチン接種1～２ヶ月後にHBs抗体の検査を行います。 
 有料です。 
 ワクチン接種を受ける際に，p.37の「B型肝炎ワクチン接種の際の

注意」をお読みください。 
 1回目接種後陽転化しなかった場合，2回目，３回目を行います。 
 米国疾病対策センター（CDC）の提言に倣い，基礎接種と追加接種

の合計は6回までとし，それでも陽転化しなかった場合は「ワクチ

ン不応者」とします。 
 「ワクチン不応者」の場合も実習先に「ワクチン不応者」であるこ

とを説明することで，実習参加は可能です。 
 

 

（６） 検査結果の返却について 
 

HBs抗体の結果は，WEBで結果閲覧ができます。また，指定された期間

内に保健管理センターより返却する場合もあります。 

結果の再発行は有料となります。また，再発行には日数を要します。 
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B 型肝炎ワクチン追加接種 

日米比較 
 

HBV ワクチン基礎接種で陽転化しなかった場合，ワクチンの追

加接種を行います。 

本邦では，ワクチンを１回接種し，抗体測定を行い，陽転化まで

それを繰り返すのが一般的です。しかし，米国では基礎接種を，今

一度行い，それでも陽転化しない場合「ワクチン不反応者」として

接種を終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健管理センターでは，米国に倣い，追加接種を，可及的に基礎

接種のプロトコールに合わせて行います。また，合計６回を超える

ワクチン接種はお勧めしていません。 

近年，保健管理センターで追加接種後の経過を調査したところ，

基礎接種終了直後の抗体価ではその後の経過を予測できないもの

の，追加接種1回目の反応が悪い人は，追加接種2回目で陽転化する

ことがほとんど無いことが判り，そのような場合，米国式に切り替

え，２回目，3回目接種の間に抗体測定を行わない方法をお勧めして

います（横山裕一他．慶應保健研究32; 95-100，2014）。 
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B 型肝炎に対する 

「免疫の記憶」と「免疫の記憶検査」 
 

ワクチン接種で形成されたHBs抗体は時間経過とともに血中レベ

ルが低下し，やがて陰性化します。しかし，米国 CDC は，正規の

方法でHBVワクチン接種を受け，HBs抗体が陽転化すれば，HBs抗

体への「免疫の記憶」が形成されるとしています。 

通常，HBs抗体陽転化のためには，3回のワクチン接種が必要で

すが，「免疫の記憶」があれば，１回のワクチン接種（抗原刺激）に

より，約1カ月で抗体が陽転化します。この「免疫の記憶」の持続は

ワクチン接種から15～25年程度とされます。 

この「HBs抗体の免疫記憶」は，元来，ワクチンによるHBVの感

染防御の知見の一端でした。ワクチン接種で獲得したHBs抗体が陰

性化しても，しばらくは「免疫の記憶」が残り，HBVが生体に侵入

しても，その抗原刺激により，1ヶ月程の間にHBs抗体は感染防御

レベルになります。一方，B型肝炎の潜伏期も1カ月程なので，肝炎

発症前にHBVが駆逐されるという考えです。 

保健管理センターはこの原理を，HBVワクチンの適応の決定に用

いています。例えば，HBs抗体が陰性でも「過去にワクチン接種を

受けた方」「ワクチン接種の記憶があるものの，正規の方法を終了さ

せたかどうか不明な方」などへは，1回ワクチン接種を行い，抗体が

陽転化すれば対策は終了，不陽転化の場合，免疫の記憶が形成され

ていないか消失したと判定し，通常の基礎接種として，2回目，3回

目のワクチン接種をお勧めしています。 

「抗体が低値で陽性だが，その理由が不明の方」へも同様の対応

を行います。1回の接種で抗体価の上昇が観察されなければ，その抗

体は非特異反応と考え，３回目までのワクチン接種をお勧めしてい

ます。 

保健管理センターでは，このワクチン接種1回とその後の抗体測定

をセットにした方法を，その後のワクチン接種方法を決定する「免

疫の記憶検査」と命名しています（横山裕一他．慶應保健研究32；

1，87-93，2014）。 
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４. 腸管感染症対策 
 

【腸管感染症対策の概略】 
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（１） 便培養検査 
 

◆ 検査の概要･注意事項 
採取した便検体で，感染性腸炎起因菌に感染していないかどうか

を調べる検査です。本検査がすべての実習先で要求されるわけでは

ありません。 
 

◆ 結果の見方 
 陰性 

検査対象の腸管感染症起因菌に感染していないことを示します。 
 陽性 

検査対象の腸管感染症起因菌に感染していることを示します。 

 

◆ 事後措置 
 陰性 

事後措置は不要です。しかし，腸管感染症の起因菌に感染する

可能性は常にあるので，普段から手洗いを励行してください。

実習中に下痢，嘔吐等の胃腸炎症状が出現した場合は，直ちに

担当教員に報告し，医療機関を受診してください。 
 陽性 

医療機関での対応が必要となります。紹介状を作成しますので，

指定の日時に所属キャンパスの保健管理センターにお越しくだ

さい。 
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 Ⅳ  ワクチン接種の 

注意事項 
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１. 一般的な注意 
 

ワクチンには「生ワクチン」と「不活化ワクチン」があります。MMRV

ワクチンは前者（注射生ワクチン），B 型肝炎ワクチンは後者（成分ワクチ

ン）です。 

 

「注射生ワクチン」の複数回接種は 27 日以上の間隔で行います。「生ワ

クチン」接種で生きたウイルスが，宿主内に入ると，抗ウイルス応答が起

きますが，それが強い時期に次のウイルスが入った場合，ウイルスがすぐ

死んでしまい，ワクチン効果が弱るためです。よって，その応答が弱まる

まで 4 週間位待つということです。 

 

 一方，2020 年より，「経口生ワクチン」「不活化ワクチン」の接種

に関しては，他ワクチンとの接種間隔の考慮は不要になりました。 

（ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ｜厚労省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryo

u/kenkou/kekkaku-kansenshou03/rota_index_00003.html） 

 

 ワクチン接種当日，発熱，種々の急性疾患への罹患が認められる場合

は，その日は接種せず，接種可能になるまで，延期してください。 

 

 ワクチン接種後は，受診した医療機関でワクチン接種証明をもらって

ください。WEB 上での「ワクチン接種報告」作成に必要です。 
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２. 麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘ワク

チン接種の際の注意 
 

【ワクチン接種ができない方】 

 これらのワクチン接種でアナフィラキシー反応を起こした方 

 妊娠中の方 

 免疫不全の方，大量の副腎ホルモン剤や免疫抑制剤を服用している

方 

 「生ワクチン」接種や「ウイルス感染」から 27 日過ぎていない方 

 他，予防接種を行うことが不適当な状態にあるとされる方 

 

【ワクチン接種の際に注意が必要な方】 

 これらのワクチン接種で種々の副反応が出たことがある方 

 

上記に該当する方は，ワクチンを接種する医療機関でご確認ください。 

 

 

 

 

３. B 型肝炎ワクチン接種の際の注意 
 

【ワクチン接種ができない方】 

 HBV ワクチン接種でアナフィラキシー反応を起こした方 

 他，予防接種を行うことが不適当な状態にあるとされる方 

 

【接種に注意が必要な方】 

 HBV ワクチン接種時にアレルギーを呈するおそれがある方 

 免疫不全の者，近親者に先天性免疫不全症の者がいる方 

 

上記に該当する方は，ワクチンを接種する医療機関でご確認ください。 
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４. その他の注意（共通） 
 

以下の該当疾患に罹患していて，ワクチン接種のご希望がある場合は，

主治医に接種の可否をご確認ください。 

 

 心臓血管系疾患，腎臓疾患，肝臓疾患，血液疾患に罹患している方 

 過去に痙攣の既往がある方 

 発達障害がある方 

 予防接種で接種後 2 日以内に発熱や全身性発疹等を起こした方 

 高齢者（事前の医師の診察などで判断する。） 

 

 

 

５. ワクチン接種ができない場合の実習 
 

種々の理由でワクチン接種ができないと実習許可の要件が満たせない場

合もあります。しかし，正当な理由があれば，実習先に説明することで，

実習は可能になります。ご希望があれば，保管管理センターから説明いた

しますが，その件に関しての主治医がおられる場合は，主治医の診断書ま

たはそのコピーを保健管理センターに提出してください。妊娠やアナフィ

ラキシーの場合は自己申告でも構いませんので，保健管理センターにご連

絡ください。なお，事由によっては，保健管理センター医師面接を設定さ

せていただく場合があります。 
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 Ⅴ  参考資料 
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１. ワクチン接種について 
 

慶應義塾診療所（日吉・三田・湘南藤沢）で各種ワクチン接種を実施していま

す。詳細は保健管理センターWEB ページに掲載していますのでご参照くださ

い。（http://www.hcc.keio.ac.jp/ja/clinic/vaccinations.html） 

 

 

２. 実習中に感染症に罹った場合の対応 
 

実習前感染対策を行っていても，種々の感染症に罹患してしまうことはやむ

をえません。実習期間中に発熱･発疹･呼吸器症状･消化器症状･目の症状等が出

現した際は，実習機関内に感染を拡げないことが重要です。以下の手順で対応

するとともに、保健管理センターWEB ページからも罹患報告を行ってくださ

い。（http://www.hcc.keio.ac.jp/ja/index.html） 

今後、感染症の流行状況により対応が変更される可能性がありますので、ご

注意ください。 

 

（１） 発症の連絡 

 直ちに担当教員に報告し，指示に従ってください。 

 夜間･休日等で担当教員に連絡できない場合は，まず医療機関を受

診し，その後可及的速やかに連絡してください。 

 

（２） 医療機関への受診 

実習や各キャンパスの授業に戻る際に，「感染症登校許可証明書*1*2」

が必要です。医療機関を受診する前に下記よりダウンロードして受診

の際に持参すると便利です。証明書の書式は，所属キャンパスにより

異なります。 

感染症登校許可証明書 

*1 信濃町地区用  *2 信濃町地区以外用 

http://www.hcc.keio.ac.jp/ja/infe

ction/assets/files/shinano-gk.pdf  
http://www.hcc.keio.ac.jp/ja/infect

ion/assets/files/student.pdf 
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ア． 実習を慶應義塾大学病院以外の医療施設で行っている場合 

その医療施設の規則に従ってください。 

 

イ． 実習を慶應義塾大学病院で行っている場合 

a． 病院内にいる時に症状が出現した時 

 保健管理センター信濃町分室の開室時間帯 

⇒保健管理センターを利用できます。 

 内科医師の診療時間帯であれば，医師が対応します。 

 医師不在の時間帯は，近医を紹介します。 

 保健管理センター信濃町分室の閉室時間帯 

 最寄りの医療機関を受診してください。 

b． 病院外にいる時に症状が出現した時 

 最寄りの医療機関を受診してください。 

 

（３） 実習への復帰 

ア． 実習を慶應義塾大学病院以外の医療施設で行っている場合 

 担当教員へ受診報告。 

 所属キャンパスの保健管理センターへ「感染症登校許可証明

書*2」を提出（実習が終了しキャンパスに復帰するときで構

いません）。 

 

イ． 実習を慶應義塾大学病院で行っている場合 

 担当教員へ受診報告。 

 保健管理センター信濃町分室の内科診療時間中に「感染症登

校許可証明書*1」を持参の上，医師面接を受ける。 

 

 

 

３. 医療従事者の結核対策 
 

結核患者さんの数は急速に減少してきましたが，現在，年間約2千人の死亡

と約1万件の新規発生が報告され，いまだにわが国最大級の細菌感染症です。

現在，日本では結核が全国に蔓延していた時代を過ごした方々が高齢化をむか

えており，免疫能の低下により再燃することが多くなっています。また結核に

対する免疫能の少ない若年者の集団感染も侮れない状況です。 

 

 2007年度施行の改正感染症法では，医療従事者の重点的な対策が求められ

ています。 
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結核は空気感染するため，医療機関においてはさまざまな感染防止策が講じ

られていますが，感染を防ぐことは容易でありません。たとえば感染防止専用

の特殊なマスクは存在するものの，一般の外来や病棟で常時着用していること

は現実的ではありません。また，感染性結核であることを予告してくる患者さ

んもいないので，事前にマスクを着用することもできません。したがって医療

関係者にとって結核菌との接触は少なからず発生し，感染は不可避と覚悟して

対応することが必要です。ただし結核菌に感染しても必ず発症するわけではな

く，発症率は高く見積もっても20～30％程度，実際は10～15％前後と考え

られています。逆に85～90％の人は感染しても特に何事もなく一生涯を過ご

すとも言えます。すなわち感染だけの状態であれば，病気として特に心配する

必要はないと考えられます。このようなことから医療従事者の結核対策は発症

を予防すること，また発症しても早期に発見して治療することが中心になりま

す。 

発症予防には昔から言われている睡眠･休養･栄養･適度な運動等日常生活の

注意のほかに，感染前に実施しておくBCG接種と，感染後に発症前の段階で実

施する潜在性結核感染症（LTBI）の治療があります。BCGの効果は，その有

効期間中に結核菌に適度に曝露されないと低下してしまうという問題があり，

日本の最近の状況では大学を卒業するころには効果が失われていることが多

いと推測されます。また，BCGは再接種しても効果はあまり期待できないた

め，LTBI治療が重要視されています。LTBIはIGRAを用いて診断されます。本

大学におけるIGRA検査を含む健康診断の機会を逃さず検査を受けてください。 

 

IGRA 検査は，他のワクチン接種等に影響され延期が必要になる場合がある

ので，その場合は，所属地区の保健管理センターにご相談ください。 
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