
日本大学病態病理学系微生物学分野上席研究員
牛　島　廣　治

（聞き手　池田志斈）

　ロタウイルスワクチンが2020年10月より無料接種となります。ワクチンは
２種類ありますが、一長一短あります。１価＆５価とありますが、ご教示くだ
さい。
 ＜千葉県開業医＞

ロタウイルスワクチン接種

　池田　牛島先生、ロタウイルスワク
チンに関してのご質問なのですが、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。
　牛島　ロタウイルス感染症は主に 
１～２歳までの子どもに多く、昔は冬
季、冬の乳幼児下痢症といっていまし
た。現在は２～５月に移っています。
昔は途上国も発展国も同じように、ど
の子どもでも下痢になる、嘔吐すると
いうことでしたが、ワクチンを使うよ
うになってから、ワクチンを使う人と
使わない人では症状に違いがある（ワ
クチンを行うと軽症になる）というこ
とで、ワクチンを勧めることになって
います。子どもが中心の感染症で、感
染を受けたり、またはワクチンを行う
と、２回目、３回目は下痢を一般的に

は起こさなくなるという免疫が成立す
るのですが、栄養状態とか公衆衛生の
状態で国によってはなかなかワクチン
を使ってもよくならない、効果が少な
い途上国もあります。
　日本の場合、現在では、ワクチンの
効果や栄養状態の向上で、脱水で亡く
なるというケースはほぼない。ただ、
もともと免疫がおかしいとか、非常に
まれですが、ロタウイルスによる脳症
というのがあって、それが後遺症を残
す場合があることで注目されています。
　池田　もう一つ、ノロウイルスがあ
りますね。これは何回もかかったり、
大人でもなるのですが、ロタウイルス
のほうは乳幼児ですか。
　牛島　基本的には乳幼児です。
　池田　多くは１回感染して、あるい

はワクチンを打っていると感染しない。
感染が２回目になっても、あまり強く
症状は出ないのですね。ロタウイルス
は2020年10月より無料接種になります
が、ワクチンは２つあるのですか。
　牛島　はい、あります。
　池田　どのようなものですか。
　牛島　一つはヒトの病気ですから、
患者さんからのロタウイルスを細胞培
養して、弱毒化といいますか、免疫は
つくけれども病原性が弱くなるような
かたちのもの。それからジェンナーの
ワクチンみたいに、ほかの動物のロタ
ウイルスをベースとして、その中に11
本のロタウイルスのゲノム分節体を作
り、５つを合わせてワクチンとして用
います。表面だけはヒト型にして免疫
をつけるという方法です。
　池田　片方はヒト由来ウイルス、片
方はウシ由来をベースとした組み換え
ウイルスですね。それぞれだいぶ特徴
が違うのですが、２つとも同じように
接種されているのでしょうか。あるい
は、どちらかに何か特徴があって、接
種の仕方が違うのでしょうか。
　牛島　効果は、両方の会社が努力し
ていて、ほぼ同じです。副反応、例え
ば発熱、下痢、場合によっては便秘な
どもあるようです。一番大切なのは腸
重積なのですが、そういった症状も２
つの会社のワクチンでほぼ同じという
ことです。ただ、接種の仕方は、ヒト
のロタウイルスでしたらヒトの腸管で

増えやすいので、ウイルス量をウシを
ベースとしたものよりも少なくしても
いいのではないかとか、接種の回数も
ウシ型は３回で免疫を立ち上げるとい
った違いなどが実際あります。
　池田　少しだけれども違いがあるの
ですね。接種スケジュールは、赤ちゃ
んの年齢も含めて、どうなっているの
でしょうか。
　牛島　腸重積になりにくい年齢、す
なわち６カ月未満のうちに終わらせよ
うという考えがあり、両方の会社とも
始まりは同じで、１回目は出生６週０
日後から出生14週６日までに受けるよ
うになっています。２回目と３回目は
会社によって終わる時期が多少ずれた
りしていますが、６カ月未満のうちに
終わらせることになっています。ただ、
接種の仕方などはほかの乳児期の予防
接種とどう組み合わせるかがあります
ので、実際は２カ月を過ぎてから第１
回目の接種をすることがほとんどだと
思います。
　池田　ほかにインフルエンザ菌や肺
炎球菌などのワクチンがありますが、
これは同時に受けるのでしょうか。
　牛島　一般的に行われているのは同
じ日に、例えば左右の腕を使用すると
か、そのときに同時にロタウイルスの
生ワクチンは飲ませています。
　池田　左右の腕に打つのと経口で一
緒にやるんですね。
　牛島　実際、最初は肺炎球菌とイン
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フルエンザ菌とB型肝炎のワクチンが
３つあって、それを注射して、私など
は冗談で、「ご褒美として生ワクチン
を口からあげますよ」という感じで行
っています。母乳に似たような味で作
ってあります。
　池田　そうですか。では摂取しやす
いのですね。ロタウイルスのワクチン
を生後６週後で飲んだときに、生後２
カ月から接種を受けるほかのワクチン
は受けられないのでしょうか。
　牛島　これは厳密に国の政策で決ま
っているので、前倒しということはで
きません。ほかのワクチンは２カ月後
というかたちになっていますから、同
時とすればそのときになります。
　池田　少し遅れるのですね。
　牛島　ただ、終了が１回目は14週６
日までとなっていますから、通常、２
カ月でも８週か９週ぐらいなので、ま
だ余裕はあると思います。
　池田　ロタウイルスワクチンを接種
してはいけないのは、どういう赤ちゃ
んなのでしょうか。
　牛島　これは接種する予診票にも書
いてあるのですが、熱が37度５分以上
あればやってはいけないことになって
います。あとは現時点では、そのとき
に熱が出たりとかで急性疾患にかかっ
ている場合、１回目を飲ませた後にア
レルギー反応みたいなものが出たよう
な場合、腸管に何か病気を持っていた
場合、１回目を飲ませて腸重積があっ

たというような人たちは差し控える。
それから重症の複合型免疫不全症、ス
キッド（SCID）というのですが、そ
ういった場合には予防接種をしないと
か、その他、予防接種に適合しない場
合などにも中止しています。
　池田　特に生後６週で経口接種する
ことになると、本当に重症免疫不全が
あるのかどうか、なかなかわからない
赤ちゃんも多いですよね。そういう場
合はどうするのでしょうか。
　牛島　かつては生ワクチンを飲んで、
それから下痢が起こって、なかなか下
痢が止まらないので、調べてみたら重
症複合型の免疫不全があったというよ
うなケースでした。そういったケース
はどうしても下痢が止まりませんし、
ほかの感染症もありますから、免疫細
胞の移植を行っていましたが、現在で
は新生児期の血液のスクリーニング、
先天代謝症のスクリーニングのときに
同時にSCIDの責任遺伝子の異常を見
つけることで診断が早くできるように
なってきています。ただし、これはま
だ公費負担にはなっていません。
　池田　今後、公費負担になるといい
ですね。２種類あるうちでどちらを選
ぶかということですが、専門家の方々
はどうされているのでしょうか。
　牛島　科学的にはどちらでも効果も
副反応も一緒だろうと考えています。
効果について見れば、個人の免疫の状
態もありますがほぼ一緒だと思います。

科学的ではないのですが、便宜的には
最初に使ったほうをそのまま使うとか、
組み合わせが少ないほうがいいとか、
また逆にロタウイルス以外のワクチン
との組み合わせでロタウイルスワクチ
ンの回数が少ないほうがいいと思う医
師とか、前に使った人がほかのところ
に移動し、そこには前に使ったワクチ
ンがないとやりにくいので、両方のワ
クチンをとりあえず準備しておこうと
か、親御さんの希望によってするとか、
周りの医師の勧めによって決めるとか、
幾つかの考えがあって現在は使われて
いるという状況です。
　池田　今のワクチンは生ワクチンと
いうことですが、これからのロタウイ
ルスワクチンはどうなっていくのでし
ょうか。
　牛島　日本の研究者が最初にヒトの
ロタウイルスの培養に成功したので日
本で作ってもらったほうがよかったの
ですが、残念なことに、実際は日本の
研究者がアメリカに行って、基盤を作
りました。そこを出発点として開発さ
れ、市販しているという状況です。今
回の新型コロナでもそうですが、いざ
となったとき自分の国でワクチンを持
っていないと、その供給が絶たれるこ
ともあり得るため、幾つかのほかのワ
クチンについてもある感染症のワクチ

ンは海外で作られています。もう１つ
は、わが国から海外に発信するワクチ
ンを増やしたいです。現在ロタウイル
スワクチンは基本的にはその２つのワ
クチンが世界のシェアを占めています。
　池田　このたびのコロナのワクチン
開発でも欧米の企業がしのぎを削って
いるのですが、日本はちょっと遅れて
いる。こういうことが今後もロタウイ
ルスがパンデミックや新しいウイルス
に変わったりしたときには必要になる
ということですね。
　牛島　私たちのデータとして、先ほ
ど組み換えとかありましたが、家畜や
コウモリなどの動物のロタウイルスに
似ているような遺伝子が入っている株
の人もあったし、それから日本には今
のところ人にはないですが、ワクチン
はA群というものに対して作っていま
す。海外で少し見られたB群が流行す
ると、日本人には免疫がないロタウイ
ルスもあるので、何とかその辺は最近
の新しい技術で、日本にも技術者がい
ますので、ワクチンを作れるような状
態に持っていくのが大切ではないかな
と思っています。
　池田　コロナウイルスだけでなく、
ウイルスは変異を繰り返して、また人
類に襲いかかる可能性もあるというこ
とですね。ありがとうございました。
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フルエンザ菌とB型肝炎のワクチンが
３つあって、それを注射して、私など
は冗談で、「ご褒美として生ワクチン
を口からあげますよ」という感じで行
っています。母乳に似たような味で作
ってあります。
　池田　そうですか。では摂取しやす
いのですね。ロタウイルスのワクチン
を生後６週後で飲んだときに、生後２
カ月から接種を受けるほかのワクチン
は受けられないのでしょうか。
　牛島　これは厳密に国の政策で決ま
っているので、前倒しということはで
きません。ほかのワクチンは２カ月後
というかたちになっていますから、同
時とすればそのときになります。
　池田　少し遅れるのですね。
　牛島　ただ、終了が１回目は14週６
日までとなっていますから、通常、２
カ月でも８週か９週ぐらいなので、ま
だ余裕はあると思います。
　池田　ロタウイルスワクチンを接種
してはいけないのは、どういう赤ちゃ
んなのでしょうか。
　牛島　これは接種する予診票にも書
いてあるのですが、熱が37度５分以上
あればやってはいけないことになって
います。あとは現時点では、そのとき
に熱が出たりとかで急性疾患にかかっ
ている場合、１回目を飲ませた後にア
レルギー反応みたいなものが出たよう
な場合、腸管に何か病気を持っていた
場合、１回目を飲ませて腸重積があっ

たというような人たちは差し控える。
それから重症の複合型免疫不全症、ス
キッド（SCID）というのですが、そ
ういった場合には予防接種をしないと
か、その他、予防接種に適合しない場
合などにも中止しています。
　池田　特に生後６週で経口接種する
ことになると、本当に重症免疫不全が
あるのかどうか、なかなかわからない
赤ちゃんも多いですよね。そういう場
合はどうするのでしょうか。
　牛島　かつては生ワクチンを飲んで、
それから下痢が起こって、なかなか下
痢が止まらないので、調べてみたら重
症複合型の免疫不全があったというよ
うなケースでした。そういったケース
はどうしても下痢が止まりませんし、
ほかの感染症もありますから、免疫細
胞の移植を行っていましたが、現在で
は新生児期の血液のスクリーニング、
先天代謝症のスクリーニングのときに
同時にSCIDの責任遺伝子の異常を見
つけることで診断が早くできるように
なってきています。ただし、これはま
だ公費負担にはなっていません。
　池田　今後、公費負担になるといい
ですね。２種類あるうちでどちらを選
ぶかということですが、専門家の方々
はどうされているのでしょうか。
　牛島　科学的にはどちらでも効果も
副反応も一緒だろうと考えています。
効果について見れば、個人の免疫の状
態もありますがほぼ一緒だと思います。

科学的ではないのですが、便宜的には
最初に使ったほうをそのまま使うとか、
組み合わせが少ないほうがいいとか、
また逆にロタウイルス以外のワクチン
との組み合わせでロタウイルスワクチ
ンの回数が少ないほうがいいと思う医
師とか、前に使った人がほかのところ
に移動し、そこには前に使ったワクチ
ンがないとやりにくいので、両方のワ
クチンをとりあえず準備しておこうと
か、親御さんの希望によってするとか、
周りの医師の勧めによって決めるとか、
幾つかの考えがあって現在は使われて
いるという状況です。
　池田　今のワクチンは生ワクチンと
いうことですが、これからのロタウイ
ルスワクチンはどうなっていくのでし
ょうか。
　牛島　日本の研究者が最初にヒトの
ロタウイルスの培養に成功したので日
本で作ってもらったほうがよかったの
ですが、残念なことに、実際は日本の
研究者がアメリカに行って、基盤を作
りました。そこを出発点として開発さ
れ、市販しているという状況です。今
回の新型コロナでもそうですが、いざ
となったとき自分の国でワクチンを持
っていないと、その供給が絶たれるこ
ともあり得るため、幾つかのほかのワ
クチンについてもある感染症のワクチ

ンは海外で作られています。もう１つ
は、わが国から海外に発信するワクチ
ンを増やしたいです。現在ロタウイル
スワクチンは基本的にはその２つのワ
クチンが世界のシェアを占めています。
　池田　このたびのコロナのワクチン
開発でも欧米の企業がしのぎを削って
いるのですが、日本はちょっと遅れて
いる。こういうことが今後もロタウイ
ルスがパンデミックや新しいウイルス
に変わったりしたときには必要になる
ということですね。
　牛島　私たちのデータとして、先ほ
ど組み換えとかありましたが、家畜や
コウモリなどの動物のロタウイルスに
似ているような遺伝子が入っている株
の人もあったし、それから日本には今
のところ人にはないですが、ワクチン
はA群というものに対して作っていま
す。海外で少し見られたB群が流行す
ると、日本人には免疫がないロタウイ
ルスもあるので、何とかその辺は最近
の新しい技術で、日本にも技術者がい
ますので、ワクチンを作れるような状
態に持っていくのが大切ではないかな
と思っています。
　池田　コロナウイルスだけでなく、
ウイルスは変異を繰り返して、また人
類に襲いかかる可能性もあるというこ
とですね。ありがとうございました。
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