四種混合 (ジフテリア0百日せき・
破傷風 ・不活化ポリオ)

予防接種 の説明書
四種混合 (ジフテ リア ・
百 日せき ・
破傷風 ・不活化ポ リオ)予 防接種を受けま しょう
一般 にわた したちの体 は一度感染症 にかか ると、その後 しば らくは同 じ病原体 を排除 した り、そ
の働 きを止めた りします。こ うして、感染症 にかか りに くい状態 になることを免疫 と呼 んでい ます。
この免疫 をつ けるために、弱 い病原体や、弱い毒素 を接種す ることを予防接種 と呼び ます。
子 どもの発育 と共 に外出の機会が多 くな ります。保育園や幼稚園に入るまでには予防接種 で免疫
｀
をつ け、感染症 にかか らな い よ う予防 しま しょう。
ジフテ リア ・
百 日せき ・
破傷風 ・ポ リオとはこんな病気です.
{1)ジ フテ リア
予防接種 によ り、現在では患者発生数 は年間 10人 未満 です。症状は高熱、の どの痛み、犬の鳴
声のよ うなセ キ等で、窒息死する こと もある恐ろ しい病気です。発病 2〜 3週 後 には菌 の 出す毒素
によつて心筋障害や神経マ ヒを起 こす こともあるので注意が必要 です。
{2)百 日せき
百 日せ きは普通 のカゼのよ うな症状では じま ります。続 いてせ きがひ どくな り、連続的 にせ き込
むよ うにな ります。せ きの あ と急に息 を吸 い込むので笛を吹 くよ うな音がでます。肺炎や脳症な ど
の重 い合併症 をお こす こ ともあ ります。乳児では窒息死す ることもあ ります。
(3}破 傷風
破傷風菌 は ヒ トか らヒ トヘ感染するのではな く土 の 中にひ そんでい ます。 ヒ トヘの感染経路は傷
口です 。傷 日か ら菌 が入 り体 の 中で増 えると、菌 の出す毒素 によって日が開か な くな った り、けい
れんをお こした り、死 亡す ることもあ ります。患者の半数 は 自分 で も気づかな い程度 の軽 い傷 が原
因 です 。
1 4 1 ポ リオ
ポ リオは、ポ リオウイ ルスが人の 日の 中に入つて、腸 の 中で増 えることで感染 します。増 えたポ
リオウイ ルスは、再び便 の 中に排泄 され、 この便 を介。
してさ らに他 の人に感 染 します。成人が感染
する こ ともあ りますが、乳幼児がかかることが多 い病気です。ポ リオウイ ルスに感染 して も、多 く
の場合、病気 としての明 らかな症状はあ らわれずに、知 らない間 に免疫 がで きます。 しか し、まれ
に腸管 に入つた ウイ ルスが脊髄 の一部に入 り込み、主 に手や足 に麻痺 が あ らわれ、その麻痺 が一生
残 つて しま うこどがあ ります。

、

l.

(裏面 につづ く)

予防接種 と副反応
現在 日本で使用 しているワクチ ンは、世界の 中で も優秀な もので、副反応 の頻度 も少ない もので
す。 しか し人間 の体 の性質 は一人一人違 いますか ら、副反応 の出る人 もでてきます。大切な ことは
診察 される先生にお子さまの体調をよ く診ていただいた うえで、接種 を していただ くのがいちばん
よい とい うことです。お子さまのため、 よく納得 した うえで予防接種 を受けま しょう。
跡 】
̲
I期 として 3回 、その後 1年 〜 1年 半たって追加を 1回 行ないます。
またⅡ期 として小学校 6年 生時に二種混合 (ジフテ リア ・破傷風)で 免疫 をつ けます。
回数 が多いので注意 しま しょう。やむをえず間隔が開いて しまちて も、初めか らや り直す ことは
せず に回数を守るように して ください。
主な副反応 として、接種部位 の紅斑、硬結 (しこ り)、腫脹な どの局所反応や、発熱な どがみ ら
れます。まれに生 じる重 い副反応 としては、アナフ ィラキシー様症状 (ショック症状、 じんま しん、
呼吸困難な ど)や血小板減少性紫斑病 (紫斑、 鼻出血、 日腔粘膜 の出血等)、脳炎及びけいれん等が
報告 されてい ます。
診察 を受ける医師に、お子さまの体調 についてよ くご相談の うえ、予防接種 を受けて ください。
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