本日の論点：【３】小児・妊娠中の者に対する公的関与の規定の適用について

（２）妊娠中の者の新型コロナワクチン接種に関する諸外国の対応状況

妊娠中の者の新型コロナワクチン接種に関する諸外国の対応状況

2022年1月11日時点

主要国においては、一般の接種対象者と同様に、妊娠中の者への新型コロナワクチン接種を推奨している（※）。
※日本のように努力義務の規定は設けられていない。

国/機関
米国

基本方針の
妊婦への接種に関する基本方針及び論拠
発出機関
CDC
 初回シリーズ：妊娠中の者に対して新型コロナワクチンの接種を推奨
 追加接種：妊娠中の者は追加接種をすべき

英国

NHS




初回シリーズ：妊娠中の者に対して新型コロナワクチン（ファイザー社またはモデルナ社ワクチン）を強く推奨
追加接種：妊娠中の者は追加接種をし得る

カナダ

NACI




初回シリーズ：妊娠中の者に対して新型コロナワクチン（ファイザー社またはモデルナ社ワクチン）を強く推奨
mRNAワクチンが接種できない場合は、ウイルスベクターワクチンを接種し得る
追加接種：妊娠中の者に対して追加接種を推奨

フランス

保健省




初回シリーズ：妊娠中の者に対して新型コロナワクチン（ファイザー社またはモデルナ社ワクチン）を推奨
追加接種：妊娠中の者に対して追加接種を推奨

ドイツ

保健省




初回シリーズ：妊娠中期以降の者に対して新型コロナワクチン（ファイザー社またはモデルナ社ワクチン）を推奨
追加接種：妊娠中の者は追加接種をし得る

イスラエル 保健省




初回シリーズ：妊娠中期以降の者に対して新型コロナワクチンを推奨
追加接種：妊娠中の者に対して追加接種を推奨

国際連合

WHO




（ファイザー社・モデルナ社）妊娠中の者に対して新型コロナワクチンの接種を推奨
（アストラゼネカ社）関連性は明らかになっていないものの、妊娠中の者は血小板減少症を伴う血栓症及び出血の
リスクが他の女性に比べて高く、利益が潜在的なリスクを上回る場合のみ妊娠中の者に対して新型コロナワクチン
の接種を推奨

EU

EMA



新型コロナワクチンの妊娠中の者に対する接種に関するデータは限定的。使用の判断はリスク・ベネフィットを考
慮した上で医療従事者と十分に相談して決定されるべき

SOURCE: CDC, NHS, NHS, NACI, Government of Canada, フランス保健省, フランス保健省, ドイツ保健省, イスラエル保健省, Clait, Clait, WHO, EMA, EMA, EMA
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妊娠中の者における新型コロナウイルス感染のリスクについて
国内の新型コロナウイルスの入院患者レジストリを用いた研究では、2020年1月－2021年4月の期間において、
妊娠中の者における中等症から重症の新型コロナウイルス感染の割合は非妊婦より高かったことが報告されている。

Shoji et al1,2（Clin Infect Dis, 2022）

研究内容：2020年1月－2021年4月において、COVID-19
Registry Japan (COVIREGI-JP)※1に登録された15歳以上45歳未
満女性の新型コロナウイルス感染入院例が対象。傾向スコアマッチ
ング法を用いて背景因子を調整した後、妊婦と非妊婦における新型
コロナウイルス感染の重症度を分析した後ろ向きコホート研究。

妊婦と非妊婦における症状の違い
（傾向スコアマッチング解析で患者背景を揃えた患者群での解析）

結果：4,006名（妊婦254名、非妊婦3,752名）が対象となり、背
景因子を調整後の妊婦187名、非妊婦935名が解析された。結果は
以下の通りであった。




重症※2 ：妊婦1名（0.1%）、非妊婦4名（0.4%）;p=1.0
中等症－重症※3 ：妊婦：18名（9.6%）、非妊婦：46名
（4.9%）;p=0.0155

※1 国内最大の新型コロナウイルス感染症レジストリ ※2 死亡例、機械換気必要例、体外式膜型人工肺（ECMO）使用例、ICU入室例の複合アウトカム
※3 以下２つの複合アウトカム；①非侵襲的な酸素補助（経鼻カニューラ、フェイスマスク、リザーバーマスク、ハイフロー酸素機器、 BiPAP、CPAP）必要例②入院時の臨床状況が以下の通り；
呼吸数24回/分、酸素飽和度94％以下（室内気）、補助的な酸素需要
1. Shoji K, Tsuzuki S, Akiyama T, et al. Clinical characteristics and outcomes of COVID-19 in pregnant women: a propensity score matched analysis of the data from the COVID-19 Registry Japan.
Clinical Infectious Diseases. Published online January 17, 2022
2. 成育医療センタープレスリリース（2022年1月18日）
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妊娠中の者に対する新型コロナワクチンの有効性
妊娠中の者における、ファイザー社ワクチン2回目接種後2ヶ月の感染予防効果は96%、発症予防効果は97%、
入院予防効果は89%であったと報告されている。

Dagan et al1（Nat Med, 2021）
研究内容：イスラエル最大の保険組織Clalit Health Services※1に1年
以上会員歴のある16歳以上の妊婦が対象。同組織のデータベースから
2020年12月20日－2021年6月3日にファイザー社ワクチンを接種し
た妊婦（接種群）と、背景因子をマッチングさせたワクチン未接種の
妊婦（対照群）を抽出し、ワクチンの有効性を分析した後ろ向きコ
ホート研究。

ファイザー社ワクチンの有効性

結果：接種群10,861名、対照群10,861名が解析された（両群共に
年齢中央値30歳。妊娠初期26%、中期48％、後期26％）。
接種群の、対照群と比較した有効性※2は以下の通りであった。
 感染予防効果
‒ 67% [95%CI: 40-84]（初回接種から14－20日後）
‒ 71% [33-94] （初回接種から21－27日後）
‒ 96% [89-100] （2回目接種から7－56日後）
 発症予防効果
‒ 66% [32-86]（初回接種から14－20日後）
‒ 76% [30-100] （初回接種から21－27日後）
‒ 97% [91-100] （2回目接種から7－56日後）
 入院予防効果
‒ 89% [43-100] （2回目接種から7－56日後）
※1 イスラエルにおける4つのヘルスケア組織のひとつ。保険者機能と医療提供機能を兼ねており、国民の半数以上(約470万人) が加入している。
※2 初回接種から14－20日後、21－27日後の入院予防効果および重症化予防効果については、接種群または対照群のいずれかが5例に満たなかったため算出されていない。
1.

Dagan N, Barda N, Biron-Shental T, et al. Effectiveness of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in pregnancy. Nat Med. 2021
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妊娠中の者に対する新型コロナワクチンの安全性
mRNAワクチン（ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチン）接種翌日の局所・全身副反応の発生割合は、妊娠中
の者と妊娠していない女性の間で同様であったとの報告がある。

Shimabukuro et al1（NEJM, 2021）
研究内容：米国の予防接種後サーベイランスシステム（v-safe※1）
から、2020年12月14日－2021年2月28日の研究期間にmRNAワク
チン（ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチン） を接種した16
－54歳の妊婦と非妊娠女性を対象に、ワクチン接種後の副反応頻度
について比較した観察研究。

v-safeに報告された最も頻度の多い
mRNAワクチン接種翌日の局所・全身副反応

結果：35,691名の妊婦が対象となった。接種翌日の副反応は以下の
通りであった。



全体的な副反応の発生パターンは、妊婦と非妊娠女性で同様で
あった。
‒ 接種部疼痛、倦怠感、頭痛、筋肉痛が最も頻度の多い副反応
であった。
‒ 初回接種と比べて、2回目接種により多くの副反応が報告され
た。
‒ なお、妊婦は、妊娠していない女性と比べて接種部疼痛は多
く、頭痛、筋肉痛、寒気、発熱は少ないという小さな差が認
められた。

※1 CDCが新型コロナワクチンプログラムのために開発した、スマートフォンを用いた任意登録制の積極的サーベイランスシステム。
1.

Shimabukuro TT, Kim SY, Myers TR, et al. Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. N Engl J Med. 2021
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胎児に対する新型コロナワクチンの安全性
妊娠中の者に対する新型コロナワクチン接種は、ワクチン未接種の妊婦と比べて、早産またはSGA ※1 児のリスクの増
加と関連を認めなかったとの報告がある。
Lipkind et al1（MMWR, 2022）
研究内容：米国のVaccine Safety Datalink (VSD) に加盟する
医療機関８機関において、2020年5月17日－10月24日に妊娠
開始と推定され、2021年2月21日-7月31日に出産が予定され
ていた16-49歳の女性46,079人が対象。新型コロナワクチン
（ファイザー社、モデルナ社、ヤンセン社ワクチン）を接種し
た妊婦とワクチン未接種の妊婦について、早産※2、SGA児の発
生割合を比較した後ろ向きコホート研究。

早産・SGA児の発生割合及び調整ハザード比

結果：妊娠中に新型コロナワクチン（種類を問わず）を1回以
上接種した妊婦の結果は以下の通りであった。



発生割合(/100出生)
‒ 早産：4.9
‒ SGA児：8.2



調整ハザード比(新型コロナワクチン未接種の妊婦と比較)
‒ 早産：0.91 [95% CI: 0.82-1.01; p=0.06]
‒ SGA児：0.95 [0.87-1.03; p=0.24]
‒ 妊娠期間※3（中期、後期）、接種回数で層別化した解析にお
いても、早産、SGA児のリスク増加と関連を認めなかった。

※1 small-for-gestational-age；本研究では出生時体重が米国の参照人口における在胎期間別出生時標準に対して10パーセンタイル未満と定義。
※2 妊娠37週未満での出産 ※3 妊娠初期は対象者数が少ないため解析されなかった
1. Lipkind HS, Vazquez-Benitez G, DeSilva M, et al. Receipt of COVID-19 Vaccine During Pregnancy and Preterm or Small-for-Gestational-Age at Birth — Eight Integrated Health Care Organizations,
United States, December 15, 2020–July 22, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022

