
　池田　まずロタウイルス感染症とは
どのようなものなのでしょうか。
　岩田　ロタウイルス感染症というの
は、レオウイルス科に分類されるRNA
ウイルスであるロタウイルスの経口感
染により起きるもので、胃腸炎が主な
症状になります。胃腸炎のほかには、
一部、脳症などの合併症を起こす場合
もあります。２～３歳のお子さんで入
院を要する急性胃腸炎の中で最も頻度
が高い疾患といわれていて、５歳まで
に世界中のお子さんのほとんどが１回
はかかるといわれています。
　池田　高頻度に２～３歳までになる
ということで、それまでにワクチン治
療を行うということですね。
　岩田　そうですね。嘔吐と下痢で、
脱水が急にひどくなるものですから入
院に結びつくことが多いので、ワクチ

ンで予防することが大事になります。
　池田　いったんかかると、免疫がつ
いていくということでしょうか。
　岩田　ウイルスには多くの血清型が
ありますが、一度罹患したタイプのも
のには免疫がついていきますし、交叉
免疫もありますから、何回も限りなく
かかるわけではないです。１回かかっ
た人がまた次にかかる確率、あるいは
２回かかった人が３回目にかかる確率
は、だんだん少なくなっていくといわ
れています。
　池田　理解としては、世界的に流行
する時期があるということですね。
　岩田　時期的には、日本の場合はだ
いたい冬から春先が多いです。
　池田　イメージとしてはノロウイル
スのようですね。
　岩田　そうですね。ノロウイルスと
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院すると、どんなに気をつけていても、
院内でほかのお子さんにうつってしま
ったりすることが多く、小児科医にと
ってはとても厄介なウイルスなのです。
　池田　そういう意味でワクチン接種
を行っていくことになるのですが、今
２種類市販されているということで、
それぞれどのような特徴があるのでし
ょうか。
　岩田　今、世界で入手可能なロタウ
イルスワクチンとしては、GSKが作っ
ているロタリックスと、MSDが作って
いるロタテックという２種類の生ワク
チンがあります。
　GSKのロタリックスのほうはヒト由
来のロタウイルスを弱毒化した単価ワ
クチンで、入っているウイルスはG1P8
という血清型のものです。
　もう一方のMSDのロタテックのほう

ですが、こちらはヒト─ウシ再集合ロ
タウイルス５価ワクチンといいまして、
簡単にいうと、ウシ由来のロタウイル
スと、ヒト由来のロタウイルスを一緒
に培養して、ウシのロタウイルスとヒ
トのロタウイルスの再集合体（リアソ
ータント）を作り、ロタウイルス感染
症を起こす頻度の高い血清型の株を５
種類集めてきて、それを混ぜたワクチ
ンと考えたらよいと思います。含まれ
ている血清型はG血清型がG1、G2、G3、
G4で、P血清型はP8になります。
　池田　GSKのほうが単価ワクチン、
１種類のウイルスタイプ。
　岩田　１種類だけれども、ヒトのロ
タウイルスから作ったワクチンです。
　池田　片方はウシとヒトのハイブリ
ッドのようなもの。
　岩田　そうですね。

世界で入手可能なロタウイルスワクチン

製造会社
商品名

GSK
Rotarix®

MSD（Merck）
RotaTeq®

ワクチンタイプ
弱毒化生ヒトロタウイルス
単価ワクチン
G1P［8］
1.5mL/１回

ヒト─ウシ再集合ロタウイルス 
５価ワクチン
G1、G2、G3、G4、P［8］
2.0mL/１回

用法・用量 ２回　経口接種
１回目　生後６週から
２回目　生後24週までに

３回　経口接種
１回目　生後６週から
３回目　生後32週までに

承認国数 100カ国以上 100カ国以上

国内発売 2011年11月 2012年７月

流行期はほぼ一緒ですけれども、だい
たい毎年ノロウイルスのほうが早く流
行が始まって、ロタウイルスのほうが
少し遅れて流行が来る感じになります。
　池田　そういった重症の炎症を起こ
すため、世界的に撲滅したいと２種類
のワクチンができたのだと思うのです
けれども、その前に一般的な予防法は
何かあるのでしょうか。
　岩田　非常に感染力が強いウイルス
で、患者さんの吐物とか、便の中にウ
イルスが出てきて、それが口から入っ
て発症するので、患者さんの吐物や便
の処理をするときにはきちんと手袋を
します。また、ほこりと一緒に飛沫が
舞い上がって口から吸い込まれること
もあるのでマスクをしたり、ゴーグル

をしたりエプロンをしたりと、接触感
染予防策と飛沫感染予防策をきちっと
取ることが大事になると思います。
　ご家庭でも、吐物とか下痢の処理を
したり、下痢している赤ちゃんのお世
話をしたりするときには、できれば手
袋とマスクをするのがいいと思うので
すが、基本はその後、よく手を洗って
いただくことが重要です。このウイル
スはノロウイルスと同様、アルコール
に対して比較的抵抗力があるので、ア
ルコールで消毒するだけではなく、流
水とせっけんできちんと手を洗うこと
が非常に大事です。
　池田　なかなか手ごわい相手ですね。
　岩田　そうですね。小児病棟ではロ
タウイルス感染症の患者さんが一度入

ロタウイルス胃腸炎

●好発年齢は生後６～24カ月1

●世界中の小児の95％が３～５歳まで
に感染する1

●入院を伴う重症胃腸炎の原因として
最も多い2

1  Linhares AC and Bresee JS, Pan Am J 
Public Health 2000；8（5）：305-330

2  Parashar UD et al, Emerg Infect Dis 
1998；4（4）：561-570
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Pédiatriques Hôpital Armand 
Trousseau Paris, France.
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院すると、どんなに気をつけていても、
院内でほかのお子さんにうつってしま
ったりすることが多く、小児科医にと
ってはとても厄介なウイルスなのです。
　池田　そういう意味でワクチン接種
を行っていくことになるのですが、今
２種類市販されているということで、
それぞれどのような特徴があるのでし
ょうか。
　岩田　今、世界で入手可能なロタウ
イルスワクチンとしては、GSKが作っ
ているロタリックスと、MSDが作って
いるロタテックという２種類の生ワク
チンがあります。
　GSKのロタリックスのほうはヒト由
来のロタウイルスを弱毒化した単価ワ
クチンで、入っているウイルスはG1P8
という血清型のものです。
　もう一方のMSDのロタテックのほう

ですが、こちらはヒト─ウシ再集合ロ
タウイルス５価ワクチンといいまして、
簡単にいうと、ウシ由来のロタウイル
スと、ヒト由来のロタウイルスを一緒
に培養して、ウシのロタウイルスとヒ
トのロタウイルスの再集合体（リアソ
ータント）を作り、ロタウイルス感染
症を起こす頻度の高い血清型の株を５
種類集めてきて、それを混ぜたワクチ
ンと考えたらよいと思います。含まれ
ている血清型はG血清型がG1、G2、G3、
G4で、P血清型はP8になります。
　池田　GSKのほうが単価ワクチン、
１種類のウイルスタイプ。
　岩田　１種類だけれども、ヒトのロ
タウイルスから作ったワクチンです。
　池田　片方はウシとヒトのハイブリ
ッドのようなもの。
　岩田　そうですね。

世界で入手可能なロタウイルスワクチン

製造会社
商品名

GSK
Rotarix®

MSD（Merck）
RotaTeq®

ワクチンタイプ
弱毒化生ヒトロタウイルス
単価ワクチン
G1P［8］
1.5mL/１回

ヒト─ウシ再集合ロタウイルス 
５価ワクチン
G1、G2、G3、G4、P［8］
2.0mL/１回

用法・用量 ２回　経口接種
１回目　生後６週から
２回目　生後24週までに

３回　経口接種
１回目　生後６週から
３回目　生後32週までに

承認国数 100カ国以上 100カ国以上

国内発売 2011年11月 2012年７月

流行期はほぼ一緒ですけれども、だい
たい毎年ノロウイルスのほうが早く流
行が始まって、ロタウイルスのほうが
少し遅れて流行が来る感じになります。
　池田　そういった重症の炎症を起こ
すため、世界的に撲滅したいと２種類
のワクチンができたのだと思うのです
けれども、その前に一般的な予防法は
何かあるのでしょうか。
　岩田　非常に感染力が強いウイルス
で、患者さんの吐物とか、便の中にウ
イルスが出てきて、それが口から入っ
て発症するので、患者さんの吐物や便
の処理をするときにはきちんと手袋を
します。また、ほこりと一緒に飛沫が
舞い上がって口から吸い込まれること
もあるのでマスクをしたり、ゴーグル

をしたりエプロンをしたりと、接触感
染予防策と飛沫感染予防策をきちっと
取ることが大事になると思います。
　ご家庭でも、吐物とか下痢の処理を
したり、下痢している赤ちゃんのお世
話をしたりするときには、できれば手
袋とマスクをするのがいいと思うので
すが、基本はその後、よく手を洗って
いただくことが重要です。このウイル
スはノロウイルスと同様、アルコール
に対して比較的抵抗力があるので、ア
ルコールで消毒するだけではなく、流
水とせっけんできちんと手を洗うこと
が非常に大事です。
　池田　なかなか手ごわい相手ですね。
　岩田　そうですね。小児病棟ではロ
タウイルス感染症の患者さんが一度入

ロタウイルス胃腸炎

●好発年齢は生後６～24カ月1

●世界中の小児の95％が３～５歳まで
に感染する1

●入院を伴う重症胃腸炎の原因として
最も多い2

1  Linhares AC and Bresee JS, Pan Am J 
Public Health 2000；8（5）：305-330

2  Parashar UD et al, Emerg Infect Dis 
1998；4（4）：561-570

画像提供： 岩田敏、Service Urgences 
Pédiatriques Hôpital Armand 
Trousseau Paris, France.
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ついては、それぞれの施設の判断にな
りますが、ほかの赤ちゃんへのワクチ
ン株の広がりを考慮して、院内での接
種は控えている施設も少なくないと思
います。
　池田　２種類ワクチンがあって、そ
れぞれ特徴があるということですが、
実際に現時点でどちらのワクチンを試
してみるというか、使用の順番は決ま
っているのでしょうか。
　岩田　質問は、どちらのワクチンを
選んだらいいか悩んでしまうというこ
とだと思います。有効性、安全性に関
しては、どちらのワクチンも同じだと
思っていただいてよいかと思います。
単価のワクチンは確かにG1P［8］とい
う株しか入っていないので、それ以外
の血清型の株に対する有効性が懸念さ
れますが、ヒト由来のウイルスだと、
少し広い交叉免疫性があり、直接同じ
タイプでなくても効く可能性があると
考えられています。実際、製造・販売
後の臨床研究の中では、直接このワク
チンに入っていないタイプのロタウイ
ルスに対しても有効性が認められてい

るという結果が出ています。というこ
とで、どちらのワクチンも同じように
有効だと思います。
　価格もロタリックスの２回接種分と
ロタテックの３回接種分と、だいたい
同じぐらいになると思いますので、あ
まり変わらないですし、２回来ていた
だくか、３回来ていただくかというと
ころ以外には違いがないかもしれない
ですね。
　ただ、ワクチンを接種する場合、で
きれば同じワクチンで接種を完了する
のが原則ですので、ロタリックスで始
めたらロタリックスで２回接種、ロタ
テックで始めたらロタテックで３回接
種ということを原則として接種してい
ただければと思います。
　池田　ほとんど値段も変わりなくて、
効果も変わらなければ、患者さんが２
回と３回とどっちを選ぶか。
　岩田　その辺はよくご相談いただい
て、あとは製薬会社の説明も聞いて決
めていただければいいと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池田　接種のスケジュールはどのよ
うになるのでしょうか。
　岩田　単価ワクチンのロタリックス
のほうは全部で２回の経口接種になり
ます。５価ワクチンのロタテックのほ
うは３回の経口接種になります。どち
らも口から飲ませるのですが、１回目
の接種は生後６週からになります。ロ
タリックスのほうは２回接種ですが、
２回目は生後24週までに接種を完了す
ることになっています。ロタテックの
ほうは３回接種ですが、３回目を生後
32週までに完了することになっていま
す。
　池田　生後32週までには終わらせる。
非常に早く接種を終了しますが、これ
は何か理由があるのでしょうか。
　岩田　ロタウイルスワクチンを接種
すると、わずかですけれども、ワクチ
ン接種後に腸重積を起こすリスクが高
まるのです。接種後７日間、それも特
に初回接種後７日以内の腸重積発症リ
スクが高くなることがわかっています
ので、腸重積の自然発症のリスクが高
くなる前に接種を始めて完了すること
が重要になってくるかと思います。
　あまり遅くなって接種を開始すると、
自然発生する腸重積の頻度も高くなっ
てきますから、ワクチン接種した後に
腸重積が発症したとき、自然発生の紛
れ込みが増えてくる可能性があること
になります。そこでなるべく自然発生
率が上がらない時期にワクチンを接種

しようということから、そういう設定
になっています。
　池田　副反応の一つで、そういうこ
とも懸念されるとのことですが、ほか
に何か副反応として問題になることは
あるのでしょうか。
　岩田　生後早い週数で接種が開始さ
れますから、どうしても重症の免疫不
全症候群のお子さんに、まだ診断され
ないうちに投与されてしまうケースも
ありうると思います。もし重症の免疫
不全症候群のお子さんにロタウイルス
ワクチンが投与された場合は、これは
生ワクチンなので、重症の胃腸炎を発
症して、それが長引いたりとか、便の
中に極めて長い期間ウイルスが排泄さ
れるとか、そういうことが起きる可能
性があります。
　池田　特に低出生体重児、NICUに
入っているような小さなお子さん、そ
ういう方々に生ワクチンをするのはか
なり悩むと思うのですけれども、実際
にはどうされているのでしょうか。
　岩田　基本的には早期産児でも実際
の接種の対象になる週数になったとき
には正規産児と同じように接種しても
大丈夫だということになっています。
ただ、接種されたお子さんからはしば
らくの間、ウイルスが便の中に排泄さ
れ、中にはウイルスの変異が起きたり
することがあるかもしれないので、例
えばNICUやGCUに入院しているお子
さんにワクチンを接種するかどうかに
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ついては、それぞれの施設の判断にな
りますが、ほかの赤ちゃんへのワクチ
ン株の広がりを考慮して、院内での接
種は控えている施設も少なくないと思
います。
　池田　２種類ワクチンがあって、そ
れぞれ特徴があるということですが、
実際に現時点でどちらのワクチンを試
してみるというか、使用の順番は決ま
っているのでしょうか。
　岩田　質問は、どちらのワクチンを
選んだらいいか悩んでしまうというこ
とだと思います。有効性、安全性に関
しては、どちらのワクチンも同じだと
思っていただいてよいかと思います。
単価のワクチンは確かにG1P［8］とい
う株しか入っていないので、それ以外
の血清型の株に対する有効性が懸念さ
れますが、ヒト由来のウイルスだと、
少し広い交叉免疫性があり、直接同じ
タイプでなくても効く可能性があると
考えられています。実際、製造・販売
後の臨床研究の中では、直接このワク
チンに入っていないタイプのロタウイ
ルスに対しても有効性が認められてい

るという結果が出ています。というこ
とで、どちらのワクチンも同じように
有効だと思います。
　価格もロタリックスの２回接種分と
ロタテックの３回接種分と、だいたい
同じぐらいになると思いますので、あ
まり変わらないですし、２回来ていた
だくか、３回来ていただくかというと
ころ以外には違いがないかもしれない
ですね。
　ただ、ワクチンを接種する場合、で
きれば同じワクチンで接種を完了する
のが原則ですので、ロタリックスで始
めたらロタリックスで２回接種、ロタ
テックで始めたらロタテックで３回接
種ということを原則として接種してい
ただければと思います。
　池田　ほとんど値段も変わりなくて、
効果も変わらなければ、患者さんが２
回と３回とどっちを選ぶか。
　岩田　その辺はよくご相談いただい
て、あとは製薬会社の説明も聞いて決
めていただければいいと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

　池田　接種のスケジュールはどのよ
うになるのでしょうか。
　岩田　単価ワクチンのロタリックス
のほうは全部で２回の経口接種になり
ます。５価ワクチンのロタテックのほ
うは３回の経口接種になります。どち
らも口から飲ませるのですが、１回目
の接種は生後６週からになります。ロ
タリックスのほうは２回接種ですが、
２回目は生後24週までに接種を完了す
ることになっています。ロタテックの
ほうは３回接種ですが、３回目を生後
32週までに完了することになっていま
す。
　池田　生後32週までには終わらせる。
非常に早く接種を終了しますが、これ
は何か理由があるのでしょうか。
　岩田　ロタウイルスワクチンを接種
すると、わずかですけれども、ワクチ
ン接種後に腸重積を起こすリスクが高
まるのです。接種後７日間、それも特
に初回接種後７日以内の腸重積発症リ
スクが高くなることがわかっています
ので、腸重積の自然発症のリスクが高
くなる前に接種を始めて完了すること
が重要になってくるかと思います。
　あまり遅くなって接種を開始すると、
自然発生する腸重積の頻度も高くなっ
てきますから、ワクチン接種した後に
腸重積が発症したとき、自然発生の紛
れ込みが増えてくる可能性があること
になります。そこでなるべく自然発生
率が上がらない時期にワクチンを接種

しようということから、そういう設定
になっています。
　池田　副反応の一つで、そういうこ
とも懸念されるとのことですが、ほか
に何か副反応として問題になることは
あるのでしょうか。
　岩田　生後早い週数で接種が開始さ
れますから、どうしても重症の免疫不
全症候群のお子さんに、まだ診断され
ないうちに投与されてしまうケースも
ありうると思います。もし重症の免疫
不全症候群のお子さんにロタウイルス
ワクチンが投与された場合は、これは
生ワクチンなので、重症の胃腸炎を発
症して、それが長引いたりとか、便の
中に極めて長い期間ウイルスが排泄さ
れるとか、そういうことが起きる可能
性があります。
　池田　特に低出生体重児、NICUに
入っているような小さなお子さん、そ
ういう方々に生ワクチンをするのはか
なり悩むと思うのですけれども、実際
にはどうされているのでしょうか。
　岩田　基本的には早期産児でも実際
の接種の対象になる週数になったとき
には正規産児と同じように接種しても
大丈夫だということになっています。
ただ、接種されたお子さんからはしば
らくの間、ウイルスが便の中に排泄さ
れ、中にはウイルスの変異が起きたり
することがあるかもしれないので、例
えばNICUやGCUに入院しているお子
さんにワクチンを接種するかどうかに
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