
1

5-11歳の小児に対するファイザー社ワクチンについて、米国、カナダ、イスラエルでは全ての小児に対して接種を
推奨しており、フランス、ドイツはより限定的な対象者に対する推奨をしている。

２．本日の論点：【２】小児（５ ｰ 1 1歳）の新型コロナワクチンの接種について
（１）諸外国の対応状況

小児を対象とした新型コロナワクチンの諸外国の状況

2021年12月20日時点

基本方針の
発出機関

Source: CDC, CDC, NACI, フランス保健省, フランス保健省, フランス保健省, ドイツ保健省, Israel Ministry of Health, WHO, EMA

国・地域 ５-11歳の小児を対象としたワクチンに関する基本方針

※1: フランス、ドイツでは薬事承認はEMAにより行われるため、両国において小児に対する接種は薬事上承認されている。

認可されている
ワクチン

CDC米国  小児に対して接種を推奨。（11月2日）

NHS英国  記載なし。 ファイザー

NACIカナダ  小児に対して接種可能。（11月19日） ファイザー

フランス 保健省  重症化リスクのある小児と免疫不全者と同居している小児に対して接種を推奨※1。
（11月30日）

 ファイザー

ドイツ 保健省  小児が基礎疾患を有する場合や重症化リスクのある者と接触のある場合は接種を
推奨し、個人や保護者が接種を希望する場合は接種可能※1。（12月9日）

 ファイザー

保健省イスラエル  小児に対して使用を推奨。（11月10日） ファイザー

WHO国際連合  小児の新型コロナワクチン接種政策やプログラムの制定にあたり、各国の疫学、
社会的コンテキストに照らして、ワクチン接種の個人と集団の利益を考慮すべき。
（11月24日）

 特になし

 諮問機関であるCHMPは、接種の適応年齢を5－11歳まで拡大することを推奨。
（11月25日）

EMAEU  ファイザー

 ファイザー

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/planning/children.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1102-PediatricCOVID-19Vaccine.html
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines/pfizer-biontech-10-mcg-children-5-11-years-age/summary/summary.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/covid-19-vaccination-des-mineurs
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-la-covid-en-france-au-15-decembre-2021-16-678-837-doses-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-la-covid-en-france-au-15-decembre-2021-16-678-837-doses-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/article/la-vaccination-des-enfants
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-la-covid-en-france-au-15-decembre-2021-16-678-837-doses-de
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/kinder/corona-schutzimpfung-ab-5-jahren/
https://www.gov.il/en/departments/news/21112021-04
https://www.who.int/news/item/24-11-2021-interim-statement-on-covid-19-vaccination-for-children-and-adolescents
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-evaluating-use-covid-19-vaccine-comirnaty-children-aged-5-11
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11
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5-11歳におけるファイザー社ワクチン10μgの2回目接種後1か月の免疫原性は、16-25歳における同社ワクチン30μgの
2回目接種後1か月と比較し同等で、2回目接種後7日以降の発症予防効果は90.7％であった報告されている。

本日の論点：【１】小児（５ ｰ 1 1歳）の新型コロナワクチンの接種について
（２）小児（ 5 - 1 1歳）に対する新型コロナワクチンの有効性、安全性

小児（5 -11歳）の新型コロナワクチンの有効性（ファイザー社）

Walter EB et al1（NEJM, 2021）

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

2回目接種後1か月の中和抗体価※5,6

※1 10μgを接種
※2 ファイザー社ワクチン30㎍を2回接種したピボタル試験のデータを用いた。
※3 幾何平均比（Geometric Mean Ratio）
※4 両側95％CIの下限>0.67、GMR≥0.8

※5 幾何平均中和抗体価（GMT）※6 2回目接種1か月間に感染が確認されなかった被験者を対象

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

2回目接種後7日以降の発症予防効果

結果：2,268名（ワクチン接種群1,518名、プラセボ群750名） が解析
された （年齢中央値8.2歳、追跡期間中央値2.3か月）

 5-11歳の群と16-25歳の群※2を比較し、以下の通りに免疫原性
があると確認された

‒ 中和抗体価：16-25歳の群※2と比較し、5－11歳の群におけ
る2回目接種後1か月のGMR※3は1.04[95%CI:0.93-1.18]で
あり、事前に定めた免疫原性の成功基準※4を満たした

‒ 抗体反応率：2回目接種1か月後において両群とも99.2％であ
り、差は0.0%[-2.0-2.2]であった

 2回目接種後7日以降の発症予防効果は、5-11歳全体では90.7％
[67.4-98.3]、感染歴のない5-11歳では90.7％ [67.7-98.3]で
あった

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
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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）

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

※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

接種後7日以内の全身反応報告割合

接種後7日以内の局所反応報告割合

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％

本日の論点：【２】小児（５ ｰ 1 1歳）の新型コロナワクチンの接種について
（２）小児（ 5 - 1 1歳）に対する新型コロナワクチンの有効性、安全性

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）

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
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本日の論点：【１】小児（５ ｰ 1 1歳）の新型コロナワクチンの接種について
（２）小児（ 5 - 1 1歳）に対する新型コロナワクチンの有効性、安全性

小児（5 -11歳）に対する新型コロナワクチンの安全性（ v - sa f e）①

出典：2021.12.16 ACIP Meeting 

Adverse events among children ages 5–

11 years after COVID-19 vaccination: 

updates from v-safe and the Vaccine 

Adverse Event Reporting System (VAERS)

米国のCDCより、５-11歳の小児の新型コロナワクチン接種後の副反応の状況について、2021年11月3日から12月12日
までに集計された41,232人のv-safe参加者の解析結果が報告されている。
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本日の論点：【１】小児（５ ｰ 1 1歳）の新型コロナワクチンの接種について
（２）小児（ 5 - 1 1歳）に対する新型コロナワクチンの有効性、安全性

小児（5 -11歳）に対する新型コロナワクチンの安全性（ v - sa f e）②

米国のV-safeよると、５-11歳の小児の新型コロナワクチン接種後に、学校への出席が困難となる頻度は高くなく、医
療ケアが必要となることはまれであった（約１％）と報告されている。

出典：2021.12.16 ACIP MeetingAdverse events among 

children ages 5–11 years after COVID-19 vaccination: 

updates from v-safe and the Vaccine Adverse Event 

Reporting System (VAERS)
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本日の論点：【１】小児（５ ｰ 1 1歳）の新型コロナワクチンの接種について
（２）小児（ 5 - 1 1歳）に対する新型コロナワクチンの有効性、安全性

小児（5 -11歳）に対する新型コロナワクチンの安全性（ v - sa f e）③

米国のV-safeよると、５-11歳の小児の新型コロナワクチン接種後の副反応のほとんどが、軽度から中等度であったと
報告されている。

出典：2021.12.16 ACIP Meeting 

Adverse events among children ages 5–11 years after 

COVID-19 vaccination: updates from v-safe and the 

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)


