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はじめに

　わが国においては2021年 2 月17日
から，新型コロナウイルスに対する
ワクチン接種が，医療従事者が先行
する形で開始された1．
　ワクチンの目的は，接種した個人
における感染症の発症や重症化，死
亡リスクをできる限り減らすことと
同時に，コミュニティ全体での感染
症の蔓延を防ぐことにあり，できる
限り多くの住民が接種することが望
ましい．
　このため，専門家で構成されてい
る「新型コロナウイルス感染症対策
分科会」では，国に対して「国は，国
民に対して，ワクチンの有効性及び
安全性についての情報を提供するな
ど，的確で丁寧なコミュニケーショ
ン等を進め，幅広くワクチン接種へ
の理解を得るとともに，国民が自ら
の意思で接種の判断を行うことがで
きるよう取り組む」ことを求めてい
る2．
　このようにわが国では，ワクチン
を接種するか否か，という判断は国
民 1人ひとりの自己決定権を尊重す
る姿勢を採っており，たとえばワク
チン接種を強要する（あるいは接種さ
せない）ことは自己決定権の侵害と
なる．一方，誤った情報や偏った情
報をもとに判断をしてしまうような
事態が発生することもまた，国民の
自己決定権を侵害することになる．

このため，国や厚生労働省では，ワ
クチンの有効性や安全性に関する情
報，あるいは副反応が疑われる事例
について，積極的な情報公開を行っ
ている3．
　したがって，本稿においてはワク
チン接種の是非については言及しな
い．本稿の目的は，ワクチンを接種
した患者あるいは接種の判断を予定
している患者に対し，歯科医療従事
者が国民の自己決定権を侵害するこ
となく，適切な対応を行うための指
針を提示することにある．

1 ．有害事象と副反応

　ワクチン接種後に生じた好ましく
ない反応を有害事象という．因果関
係は問わないため，たとえば接種
後に階段から落ちた，車に轢かれ
た，雷に打たれた，などの事象も有
害事象である．一方，因果関係が判
明しているものを副反応という．個
人レベルでは因果関係は証明できな
いため，大人数を対象にしたランダ
ム化比較試験等で明らかにされる
（表 1）4～ 6．これまでアレルギー反
応7を除き，口腔内に出現する副反
応は世界的にも報告されていない8．

2 ．�有害事象を確認したと
き，どうする？

　本稿が掲載される 5 月号（2021年
5 月10日発行）の時点では，高齢者や
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基礎疾患を有する人を対象とした接
種が進んでいることを期待してい
る．すでに受診しているかもしれな
いが，今後ワクチン接種歴のある患
者が歯科医院を受診することになる．
その患者が「先生，一昨日ワクチン
を打ったんですよ．そしたら昨日に
なって口内炎が 3つもできたんです
よ！　これってワクチンの副作用＊

でしょう？」と不安とともに症状を
訴えて受診したら，あなたはどうし
ますか？

3 ．�歯科医療従事者がやるべ
きこと

　繰り返しになるが，目の前の患者
における個人レベルの事象は因果関
係が証明できないため，各種研究に
より副反応と報告されない限り（厳
密にはそれでも個別の事例については

副反応とはいいきれないが），うかつ
に副反応であるといってはいけない
し，副反応ではないともいうことが
できない．あくまで副反応の疑い，
として対応する必要がある．
　副反応が疑われる事象を確認した
場合，予防接種法第12条 1 項の規定
にもとづき，PMDA（医薬品医療機

器総合機構）に報告する義務がある9．
この義務はワクチンを接種した医師
に限らない．歯科医療従事者もそ
の対象である（報告の方法については
PMDAのホームページ10を参照）．
　また，副反応が疑われる事象を確
認した患者を，確実にワクチンを接
種した医師に診察してもらう必要が
ある．もし患者がワクチンに関して
正しい知識を有していない医療機関
を受診してしまうと，その患者は正
しい情報を得られず，最善な治療が
受けられなくなる恐れがある．また，
こうした事象を「副反応だ」と称して，
いわゆる“反ワクチン”運動に利用さ
れてしまう恐れもあり，ワクチン行
政の足枷となることが強く予想され
る．確実に受診につなげるため，ワ
クチンを接種した医師への紹介状や
電話連絡，自院でのフォローアップ
を行うことが望ましい（図 1）．

4 ．�歯科医療従事者がやって
はいけないこと

・�有害事象が発生し，不安を感じて
いる患者におざなりな対応をする
こと．
・�有害事象の口腔内症状の写真を

「これは副反応かもしれない」，「こ
れは副反応でしょうか？」などと
SNS等に投稿すること．
　これらの行動は，当該患者のみな
らず社会全体に間違ったメッセージ
を発信してしまう結果につながり，
結果として患者の自己決定権を侵害
することにつながる恐れがある．
　PMDAへの副反応が疑われる事
例の報告，紹介状の作成や電話連絡，
再診でのフォローなど，煩雑で気の
進まない業務であることは確かであ
る．しかし，もし歯科医療従事者が
発信した間違ったメッセージにより
接種を見送った人が，後々不利益を
蒙り，その間違いに気がついたとき，
われわれは患者からはもちろん，場
合によっては医療関係者からもおお
いに信頼を損ねることになる．

まとめ

　今般のコロナ禍において，われ
われ歯科医療従事者が貢献できた
ことは正直多くない（このこと自体
はCOVID-19という疾患の特性上仕方

のないことであり，決して問題ではな

い）．そのなかにあっても，国民が
正しい情報をもとに自己決定権を行

ワクチン名 BNT162b24, 5 mRNA-12736

開発企業 ファイザー モデルナ
治験参加者数 43,000人 30,000人
感染予防効果 92％ -
発症予防効果 94〜95％ 94％
重症化予防効果 89〜92％ 100％

副反応 接種部位の痛み，倦怠感，
頭痛，悪寒，筋肉痛，関節痛

接種部位の痛み，頭痛，
倦怠感，筋肉痛，関節痛，悪寒

表 1　ワクチン接種後の副反応．

＊：正しく「副反応」と表現する患者ばかりではないと考えられる．
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使するために，歯科医療従事者にも
できることがある，ということを今
回お伝えした．
　なお，筆者自身は新型コロナウイ
ルスのワクチンは，有効性および安
全性は非常に信頼でき，接種による
デメリットは許容範囲内であると考
えており，接種を強く希望している
ことを付記しておく．
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図 1　自院でのフォローアップの例．

「これまで世界で200万人近く接種されていますが，口のなかには，アレ
ルギーを除き，ワクチンと関連した症状がでた，という報告はありませ
ん．なので，この口腔炎がワクチンと関係している（=副反応である）可能
性はきわめて低いと思います．たまたま，口内炎ができたタイミングが
重なったんでしょうね．
ただ，ワクチン接種後に口内炎ができた（=有害事象）ことは事実なので，
これは関係機関に報告します．大袈裟に思えるかもしれませんが，関係
がなさそうでも報告するように法律で定められているのでね．
症状の経過はこちらでも観察しますが，接種した病院の先生にもみても
らいましょう．こちらから直接電話で連絡しておきますがよろしいです

か?　紹介状も書きますから必ず受診してくださいね」

本稿は2021年 2 月23日（火・祝）に開催
された沖縄県歯科医師会が開催した
「令和 2 年度かかりつけ歯科医推進事
業『歯科医療における新時代の感染対
策』」での筆者の講演内容の一部を抜粋
し，加筆・修正したものである．な
お，記載事項はすべて本稿の校了時点
（2021年 3 月15日）の情報に基づくもの
である．
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