２．本日の論点：【３】小児の新型コロナワクチンの接種について
（２）小児（5-11歳）の新型コロナワクチンに関する科学的知見等

第29回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
（令和4年1月26日）提出資料

小児（5-11歳）の新型コロナワクチンの安全性（審査報告書）
PMDAは審査報告書において、現時点で5－11歳の小児におけるファイザー社ワクチンについて、許容できないリスクを示唆す
る情報は得られていないと判断している。
ファイザー社臨床試験（PMDA提出資料）









ファイザー社の説明（抜粋・要約） ：
各回接種後7日間における反応原性事象（局所反応及び全身反応）：本薬群の多く
の被験者で局所反応及び全身反応が認められた。各事象の発現割合は、嘔吐、下痢
及び関節痛については本薬群とプラセボ群で同程度であったが、それ以外では本薬
群でプラセボ群よりも高かった。
有害事象：最終接種後1カ月までの有害事象（治験薬各回接種後7日間の反応原性
事象を除く）の発現割合は、本薬群10.9%（166/1,518例）、プラセボ群9.2%
（69/750例）であり、発現割合1%以上の事象は認められず、本薬群で最も発現割
合が高かった事象はリンパ節症0.9%（13/1,518例）であった。
重篤な有害事象：第Ⅱ/Ⅲ相パートの本薬群で認められた重篤な有害事象は、先行
グループ（データカットオフ日2021年9月6日）で1例（上肢骨折）、追加グルー
プ（データカットオフ日2021年10月8日）で3例（感染性関節炎、異物誤飲及び骨
端骨折各1例）に認められたが、いずれも本薬との因果関係は否定され、転帰は回
復又は軽快であった。
死亡：いずれのパートでも死亡例は認められなかった。
心筋炎・心膜炎：C4591007試験において、心筋炎又は心膜炎の発現は認められな
かった。

PMDAの判断（抜粋・要約）：
 被験者の多くに反応原性事象（局所反応及び全身反応）が認められたものの、ほと
んどが軽度又は中等度であり回復性が認められていること、反応原性事象以外の有
害事象の発現割合は低くほとんどは軽度又は中等度であること等を確認し、現時点
で得られている情報からは、5-11歳の小児における本薬の安全性に重大な懸念は
認められていないと判断した。
 本薬接種を受けた5-11歳の小児の情報は限られているが、上述のとおり、若年層
におけるワクチン接種後の心筋炎・心膜炎の発生頻度はCOVID-19に合併する心筋
炎関連事象の発生頻度よりも低く、発現したとしてもほとんどが無症状又は軽症で
あることや、年齢層別の発生状況を踏まえると、現時点で5-11歳の小児において
許容できないリスクを示唆する情報は得られていない。
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（２）小児（5-11歳）の新型コロナワクチンに関する科学的知見等

第26回厚生科学審議会予防接種・ワクチ
ン分科会（令和3年11月15日）提出資料

小児（5-11歳）の新型コロナワクチンの安全性（ファイザー社）
ファイザー社ワクチン接種後の5-11歳の小児について、2回目接種後約2か月の追跡期間において安全性が示されたと
報告されている。
Walter EB et al1（NEJM, 2021）

接種後7日以内の局所反応報告割合

研究内容:2021年6月から研究に参加した5－11歳の2,285名をファイ
ザー社ワクチン接種群※1 とプラセボ接種群に2:1に無作為に割り付け、
ワクチンまたはプラセボ接種1か月後の安全性、免疫原性、有効性を評
価したフェーズⅡ・Ⅲ試験
結果：ワクチン接種群 (1回目1,151名、2回目1,501名)、プラセボ群 (1
回目749名、2回目741名) が解析された。









プラセボ接種群と比較しワクチン接種群では、局所・全身反応がよ
り多く報告された。
局所反応
‒ 多くは軽度-中等度で、持続期間は1-2日であった。
‒ 接種部位の疼痛が最も多くみられ、1回目接種 (74％) 、2回目接
種 (71%) であった。
全身反応
‒ 一般的に全身反応は、1回目接種と比較し、2回目接種において
報告頻度が高かった。
初回接種からデータカットオフ地点 (2021年9月6日)※２までにおけ
る有害事象の発生割合は以下の通りであった。
‒ ワクチン接種群：10.9％
‒ プラセボ接種群：9.2％

接種後7日以内の全身反応報告割合

※1 10μgを接種
※2 2回目接種後2.3カ月経過(中央値）した時期に相当
1
Walter EB, Talaat KR, Sabharwal C, et al. Evaluation of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Children 5 to 11 Years of Age [published online ahead of print, 2021 Nov 9]. N Engl J Med
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第29回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
（令和4年1月26日）提出資料

小児（5-11歳）に対する新型コロナワクチンの安全性（v-safe）
米国のv-safeの解析結果によると、５-11歳の小児における新型コロナワクチン2回目接種後7日間の追跡で認めた副反
応は、12～15歳よりも頻度は少ないと報告されている。

出典：2022.1.5 ACIP Meeting
Safety monitoring of COVID-19 vaccine
among children and young adults in v-safe
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第29回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
（令和4年1月26日）提出資料

小 児 （ 5 - 1 1 歳 ） に 対 す る 新 型 コ ロ ナ ワ ク チ ン の 安 全 性 （ VA E R S ）
米国のVAERSの解析結果によると、５-11歳の男性における新型コロナワクチン接種後の心筋炎の報告率は、12-15歳
及び16-17歳の男性における報告率より低いと報告されている。
出典：2022.1.5 ACIP Meeting
COVID-19 vaccine safety updates:
Primary series in children and
adolescents ages 5.11 and 12.15
years, and booster doses in
adolescents ages 16.24 years
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２．本日の論点：【３】小児の新型コロナワクチンの接種について
（２）小児（5-11歳）の新型コロナワクチンに関する科学的知見等

小児（５－11歳）における新型コロナウイルスワクチン（ファイザー）の安全性
米国における5-11歳の小児に対する、新型コロナワクチン投与後の副反応等に関する大規模データベース解析（2022
年２月時点）において、約1,600万回の接種について解析したところ、安全性に関する懸念は見られなかった。
Hause AM et al1（Pediatrics, 2022）

VSDの解析結果

研究方法:米国においては2021年10月29日に、小児（5-11
歳）に対する新型コロナワクチンの接種が開始され、2022年
2月27日時点で約1,600万回のファイザー製ワクチンが接種さ
れている。
米国には、安全性モニタリングのためのデータベースとして、
• 健康影響等を被接種者が任意で自ら報告するスマートフォ
ンベースのシステムの「v-safe」、
• 医療従事者やワクチン製造販売業者等の報告システムであ
る「VAERS（Vaccine Adverse Event Reporting System）」
• 心筋炎など、事前に指定した事象について電子カルテを確
認する能動モニタリングシステムである「VSD (Vaccine
Safety Datalink)」
がある。これらのデータベースにより、安全性の懸念につい
て分析。
結果:いずれの報告についても、小児（5-11歳）における安
全上の懸念は見られなかったとしている。
VSDについて※１は右表のとおりであり、いずれの事象も比較
対象期間に比べ、リスク期間におけるリスクの上昇を認めな
かった。

※1 VSDのデータ解析においては、ワクチン接種後1-21日後をリスク期間、22-42日後を比較対象期間とした。ポワソン回帰を用いてそれぞれの症状の発症率（rate）が比較され、性、年齢、月日
（calendar day）、接種部位及び民族（race and ethnicity）が調整された。
1.

Hause AM, Shay DK, Klein NP, et al. Safety of COVID-19 Vaccination in United States Children Ages 5 to 11 Years. Pediatrics. 2022;150(2):e2022057313
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我が国での小児（5-11歳）に対する新型コロナワクチンの安全性（8/5副反応部会）
ファイザー社（5-11歳用）ワクチン

集計期間
2022年2月21日2022年7月10日

推定接種回数
1回目
2回目

1,398,494接種
1,294,316接種

医療機関報告数（報告頻度）
副反応疑い報告
副反応疑い報告

うち重篤報告

うち死亡報告
うち死亡報告

製造販売業者報告数（報告頻度）
副反応疑い報告
副反応疑い報告

うち死亡報告
うち死亡報告

68(0.0049%)

14(0.0010%)

0(0.0000%)

83(0.0059%)

0(0.0000%)

42(0.0032%)

14(0.0011%)

1(0.0001%)

42(0.0032%)

1(0.0001%)

備考
（推定接種回数）2022年2月21日
～2022年7月10日これまでのワク
チン総接種回数（7/10時点）を記
載（首相官邸Webサイト（7/13時
点掲載データ参照））
https://www.kantei.go.jp/jp/hea
dline/kansensho/vaccine.html

最新の小児（5-11歳用）ワクチン接種後の報告状況の整理
○

副反応疑い報告制度において、 2022年７月10日までに小児（５-11歳用）ワクチン接種後の副反応疑いとして報告された事例は以下
のとおりであった。
【医療機関報告】
１回目接種 68件（0.0049%） ２回目接種 42件（0.0032%）
【製造販売業者報告】
１回目接種 83件（0.0059%） ２回目接種 42件（0.0032%）
死亡として報告された事例は、２回目接種後1件（100万回接種あたり0.4件）であった。
○ 疑い報告の症状名は、発熱、けいれん発作等であった。
○ 心筋炎・心膜炎に係る報告事例は、以下のとおりであった。
【心筋炎】
１回目接種 ブライトン分類１-５ 4件（100万回接種あたり2.9件） ブライトン分類１-３ 1件（100万回接種あたり0.7件）
２回目接種 ブライトン分類１-５ 4件（100万回接種あたり3.1件） ブライトン分類１-３ 0件（100万回接種あたり0件）
【心膜炎】
１回目接種 ブライトン分類１-５ 3件（100万回接種あたり2.1件） ブライトン分類１-３ 1件（100万回接種あたり0.7件）
２回目接種 ブライトン分類１-５ 0件（100万回接種あたり0件）
ブライトン分類１-３ 0件（100万回接種あたり0件）
※ブライトン分類１－５：すべての疑い報告事例、ブライトン分類１－３：心筋炎又は心膜炎と評価された事例

小児ワクチン接種に関するまとめ
○ 小児（５-11歳用）ワクチン接種後の報告状況について、現時点においては、引き続き、ワクチンの接種体制に影響
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を与える程の重大な懸念は認められないと考えてよい。
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小児（５－11歳）に対する新型コロナワクチンの安全性に関するまとめ

○

前回（令和４年２月）時点での安全性に関するエビデンス

・ 審査報告書上、接種後７日間までの全身及び局所反応に関する情報や、接種後１ヶ月間
の有害事象の情報が利用可能であった。
・ また、前回時点では２回目接種後約２か月の追跡期間において安全性が示されたとの報
告があり、心筋炎等の副反応の報告頻度に関しては、報告により発熱等の頻度は異なるも
のの、12-15歳と比較して少ないと報告されていた。

○

今回、新たに得られた安全性に関するエビデンス

・ 米国において、5-11歳の小児に対する、新型コロナワクチン投与後の副反応等に関する
大規模データベース解析（2022年２月時点）において、約1,600万回の接種について解析
したところ、安全性に関する懸念は見られなかった。
・ また、我が国における副反応部会（2022年８月５日）における議論では、小児に対する
接種（約270万回の接種）について、現時点においては、引き続き、ワクチンの接種体制
に影響を与える程の重大な懸念は認められないと考えられるとの結論であった。
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