
⾃⺠党副総裁に⿇⽣副総理・財務相 岸⽥新総裁が起⽤の⽅針固める(21:41)速報

⼦どもへのワクチン 5歳以上に︖メリット 
リスク どう考える︖ 
2021年9⽉22⽇ 21時54分

新型コロナウイルスのワクチン接種が⼩学⽣の年代にも広がろうとしています。
アメリカの製薬⼤⼿ファイザーなどは、9⽉ワクチン接種の対象となる年齢を、現在の12
歳以上から、5歳以上に拡⼤するよう申請することを発表しました。

⽇本でも今後、⼦どもの接種について議論が始まるものと⾒られます。

今の状況をまとめるとともに、どう考えればよいのか、⼩児医療とワクチンに詳しい専門
家に取材しました。
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ワクチン 5歳から11歳にも拡⼤するよう申請へ

アメリカの製薬⼤⼿ファイザーとドイツの製薬企業ビオンテックは9⽉20⽇、新型コロナ
ウイルスのワクチンについて、アメリカなどで⾏われた臨床試験の結果を発表しました。

臨床試験では、5歳から11歳までの2268⼈を対象に、通常の3分の1の量の成分が含まれ
たワクチンを2回接種。

1か⽉後にウイルスの働きを抑える中和抗体の値を調べたところ、強い免疫反応が確認さ

れたとしています。

接種年齢 これまでの経緯 ⽇本でも今後議論か

ファイザーのワクチンは、当初は16歳以上が対象でしたが、ことし5⽉には12歳以上に拡
⼤されています。

このときファイザーは、3⽉31⽇に臨床試験の結果、12歳から15歳への安全性と有効性を
確認したと発表。
4⽉9⽇には、接種年齢の拡⼤をFDAに申請しました。
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そして5⽉10⽇にはFDAが緊急使⽤の許可の対象を拡⼤し、5⽉13⽇にはアメリカでこの
年代での接種が始まりました。

ファイザーは、⽇本でも厚⽣労働省に海外での臨床試験のデータを提出。

厚⽣労働省は5⽉28⽇、接種が可能な年齢に12歳から15歳も加えることを決めました。

そして、5⽉31⽇には公的接種の対象となり、接種が始まりました。

このときは、アメリカで接種の対象が拡⼤されたおよそ3週間のちに、⽇本でもこの年代
での接種が始まっています。

今回、5歳から11歳で安全性と有効性が確認されたという発表、そして申請を受けて、⽇
本でもこの年代を接種の対象にするのか、議論が始まると⾒られます。

接種年齢の拡⼤ 専門家「意義がある」

⼩学⽣の年代にも接種対象を拡⼤しようとする動き、どう受け⽌めたらいいのでしょう
か。

⼩児科の医師で、ワクチンに詳しい北⾥⼤学の中⼭哲夫特任教授は、接種の年齢が下がる
こと⾃体は意義があると⾔います。

（北⾥⼤学 中⼭哲夫特任教授）

「これまで⼦どもたちは接種できるワクチンが存在しなかった。現実には学校での感染、
学童保育での感染、それに習い事での感染が起きている。対処する⼀つの⼿段ができるこ
とには意義がある」。
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⼦どもが重症化するケースは少ない

⼀⽅で、⼦どもでは新型コロナに感染してもほとんどが軽症で、重症化するケースは少な
いことも知られています。

厚⽣労働省のデータによると、2021年9⽉15⽇時点で、⽇本国内で感染した⼈は累計でお
よそ162万5000⼈いて、亡くなった⼈は1万4229⼈で、死亡率はおおむね0.9％となって
います。

このうち、10歳未満で感染したのはおよそ8万4000⼈、10代でおよそ16万3000⼈です。

また、別の厚⽣労働省の資料によりますと、去年6⽉から8⽉に診断された⼈のうち、重症
化する割合は10歳未満では0.09％、10代では0％でした。

基礎疾患のある⼦どもで重症化するケースはありますが、重症化した⼦どもは少ないのが
現状です。

感染は「⼦ども→⼤⼈」より「⼤⼈→⼦ども」

厚⽣労働省の専門家会合の分析でも、家庭内での感染は多くが⼤⼈から⼦どもに感染して
いて、⼦どもから⼤⼈への感染は⽐較的少ないとしています。
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学校などで⼦どもが感染し、家庭で家族に広がるインフルエンザのようにはなっていない

としています。

脇⽥隆字座⻑は8⽉25⽇の専門家会合の後、⼦どもの感染について聞かれ「全体的に感染
が拡⼤しているために、まず⼤⼈の感染が増え、それに伴って家庭内感染が増えており、
⼦どもの感染増加とつながっていると考えている。今のところ、⼦どもたちの間で感染が
どんどん増幅するインフルエンザのような状況にはならないだろうと予測している」と話
しています。

こうした状況を踏まえたうえで、ワクチンには⼀定程度、副反応があることを考えると、
ワクチンのメリットは⼤⼈が打つ場合よりは⼩さいとも考えられます。
メリットとしてはどのようなものがあるのでしょうか︖

▽発症を防ぐ、重症化を防ぐ

いま接種が⾏われているワクチンは、デルタ株に対しても、発症や重症化を防ぐ効果が⾼
いことが分かっています。

▽学校や習い事でのクラスター減らす
感染拡⼤の第5波では、学校や塾などの習い事を通じて⼦どもを中⼼としたクラスターが
起きましたが、こうしたクラスターの発⽣を減らせると考えられます。
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▽家庭内の感染リスクを下げる︖

⼦どもがワクチンを打つことで、家庭内でワクチンを接種していない⼈や、接種ができな
い⼈に感染が広がるリスクを下げることができると考えられています。

副反応で発熱も 有効性と安全性のバランスを考えるべき

ワクチンの副反応については、どう考えればよいでしょうか︖

5歳から11歳について、ファイザーが9⽉20⽇に出したプレスリリースでは、通常の量の

ろう。ワクチンの副反応で発熱することもあり、中には、発熱によってけいれんを起こし
やすい⼦どもたちもいる。保護者がしっかりと理解し、納得して接種を受ける必要があ
り、接種をするときはふだんの体調をよく知っているかかりつけ医で⾏うことが⼤切だ」

また、⽇本ワクチン学会の理事⻑で、福岡看護⼤学の岡⽥賢司教授は、基礎疾患のある⼦
どもたちや接種を希望する受験⽣には必要だろうとしたうえで、12歳未満の⼦どもにワク
チン接種を進めることは最優先の課題というわけではないと指摘しています。

（福岡看護⼤学 岡⽥賢司教授）
「⼦どもたちに⼤きな副反応が出てしまったときには禍根を残してしまう。特に健康な⼦

どもたちへの接種は、病気にかかったときの重症度と、ワクチンの有効性と、安全性とい
う3つのバランスを考えるべきだ」
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臨時国会 “来⽉14⽇までの11⽇間” ⾃
⺠が⽅針固める

“リバウンドはあっという間 感染防⽌
対策の徹底を” ⼩池知事

サッカー⽇本代表戦で「ワクチン・検
査パッケージ」実証協⼒へ

【気象予報⼠解説】台風16号 今後の進
路は︖（30⽇21時）

あす“全⾯解除”だったのに…惜しまれ
ながら閉館 閉店 休刊も

アフガニスタン ⽶軍撤退から1か⽉ 安
定は⾒通せず

東京 新型コロナ 12⼈死亡 218⼈感染
確認 5⽇連続300⼈下回る

新着ニュース⼀覧を⾒る
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アメリカとの事情の違い

アメリカでは、アメリカ⼩児科学会のデータで、今⽉9⽇までの1週間に新型コロナウイル
スに感染した⼦どもの数は、少なくとも24万3000⼈余りと、過去最も多い⽔準が続いて
います。

また、CDC＝疾病対策センターからは、デルタ株の拡⼤にともない、⼊院する⼦どもの数
が増えているというデータも報告されています。

中⼭特任教授は、⽇本とは傾向が異なることも、今後、接種の議論を進めるうえで考える

から20代、30代の若い世代、⼦どもの⽗親⺟親の世代のワクチン接種率が上がっていく
可能性があるので、もう少し様⼦を⾒てもいいのかもしれない」

メリットとリスク⾒極めて ⼦どもと保護者が希望するかど
うか

コロナの収束が⾒通せない中での⼤きな武器となるワクチン。

接種の対象年齢の拡⼤は、⼦どもの感染対策として関⼼が⾼くなっています。
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3 撃たれてもカメラを離さなかった

4 【時系列まとめ】⾃⺠党総裁選 岸⽥
⽒ 決選投票で新総裁に選出

5 ⾃⺠党 政調会⻑に⾼市前総務相 岸⽥
新総裁が起⽤の意向固める
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シェアする

“認知症でもできる
ことはある” 相談相
⼿は「認知症の先
輩」 9⽉30⽇

“発掘”された⽶軍基
地 9⽉30⽇

コロナ禍 ⾳楽の灯
を絶やさない〜
GLAY TERUの思い
9⽉29⽇

コロナで⽗を亡くし
た記者が伝えたいこ
と 9⽉29⽇

⻫⽥さんが気象予報
⼠になった理由

⾃⺠党総裁選挙
2021

⾃⺠党新総裁に岸⽥
⽒ 新内閣 財政運営
の課題は

海外で勝負 カギは
現地化

野党 ⾃⺠党総裁選
に憂う 進撃の道
は︖

政治学者が⾒た菅内
閣１年間の“功罪”

１からわかる︕新型
コロナ ワクチンの
効果は︖副反応
は︖

ノーベル賞 2021 
NHK 特設サイト

有効性などのメリットと、副反応などのリスクを慎重に⾒極め、そのバランスを考えるこ
とが⼤事で、⼦ども⾃⾝や保護者が希望するかどうかも含めて判断することが求められる

ことになります。

社会ニュース⼀覧へ戻る

シェアする

 特集⼀覧を⾒る 

スペシャルコンテンツ⼀覧を⾒る

特集
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