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Q No.1521

ロタウイルス胃腸炎とロタウイルスワクチンについ
て教えて欲しい。	 （2011年７月）

Answer

ロタウイルス胃腸炎は感染性胃腸炎のひとつ
で、乳幼児の入院を伴う重症胃腸炎の原因として
最も多い胃腸炎です。主に１月から４月にかけて
流行します。
2011年７月１日、日本初のロタウイルス胃腸炎
予防ワクチン「ロタリックス®」が製造販売承認を
取得しました。このワクチンはすでに世界120ヶ国
以上で発売されており、日本での導入が望まれて
いました。

■ロタウイルスについて
ロタウイルスはレオウイルス科に属するRNAウ
イルスです。大きさは直径70nm程度で、特徴的
な二重外殻構造を有します。ロタ（rota）とはラ
テン語で「車輪」を意味しており、ロタウイルス
（rotavirus）の名はこの外観に由来しています。
Ａ～Ｇの７つの血清群に分類され、ヒトに感染
するロタウイルスの大部分はＡ群に属します。こ
のＡ群は、ウイルス表面の構造タンパクVP7によ
りG1-G15型に、またウイルス表面の構造タンパク
VP4の遺伝子解析により、Ｐ遺伝子型［１］-［28］
型にも分類されます。ロタウイルスにはＧ型、Ｐ

渡航時に接種するための結合型髄膜炎菌ワクチ
ンとは？　また、入手先など。

（2011年８月　医療機関より）

Answer

現在下記ワクチンが海外において市販されてい
ることが紹介されています。

結合型髄膜炎菌ワクチン一覧１）２）

No. 商品名 社名 備考

１ Meningitec Pfizer 一価（C群）
結合型ワクチン

２ Menjugate Novartis 一価（C群）
結合型ワクチン

３ NeisVac-C Baxter 一価（C群）
結合型ワクチン

４ Mengivac A+C Sanofi pasteur MSD 二価（A,C群）
多糖体ワクチン

５ Menactra Sanofi Pasteur 四価（A,C,Y,W-135）
結合ワクチン

６ Menomune Sanofi Pasteur 四価（A,C,Y,W-135）
多糖体ワクチン

７ ACWY VAX Glaxo 四価（A,C,Y,W-135）
多糖体ワクチン

また、流行地（アフリカ）状況及び国内接種医
療施設案内が厚生労働省検疫所ホームページへ掲
載されています。

厚生労働省検疫所ホームページ
	 ：http://www.forth.go.jp/index.html
＊「髄膜炎菌」について
トップページ＞お役立ち情報＞どうやってうつ
る？（感染症についての情報）＞人から＞髄膜炎菌
http://www.forth.go.jp/useful/infectious/name/
name60.html
＊「予防接種実施機関データベース」
トップページ＞医療関係者＞予防接種実施機関
予防接種実施機関検索：http://www.forth.go.jp/
moreinfo/vaccination.html

なお、ワクチンの入手は個人輸入となります。
【引用資料】
１）	特集　新しいワクチンの展望　６．結合型ワ
クチン：宮崎千明，化学療法の領域25（７）
57-63（2009）

２）	ワクチンの最新事情と渡航者の接種：尾内一
信，日本医事新報No4360	73-76（2007）
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型の組み合わせによる多くの株が存在します。現
在世界で多く見られるＧ型分類、Ｐ遺伝子型分類
の組み合わせはG1P［８］、G2P［４］、G3P［８］、
G4P［８］、G9P［８］の５種類で、このうちG1P［８］
が最も多いといわれます。

■ロタウイルス胃腸炎について

特 徴

・乳幼児の冬の急性下痢症の最も主要な原因。

・主に１月から４月にかけて流行。（ノロウイルスは
秋から年末にかけて流行）

・生後６ヶ月から２歳の乳幼児に多く見られ、５歳
までにほとんどが感染。

・日本における急性胃腸炎による小児入院患者に占
めるロタウイルス胃腸炎の割合は約60％、５歳ま
での入院発生リスクは１人/15人と推計される。１）

感染経路 糞便中や吐物中のウイルスによる経口感染。

症 状

２～４日間の潜伏期間を経て、下痢、嘔吐が発現。
重度の脱水症が数日間続く場合もある。発熱、腹部
不快感も認められる。下痢便は水様で、白色～クリー
ム色を呈するのが特徴。
下痢は３～８日間程度、発熱は半日～１日程度で終
わる場合が多い。
年長児、成人では感染しても発生しない（不顕性感
染）場合が多い。

合 併 症 痙攣、肝炎、腎炎、脳症、腸重積、心筋炎など。

治療方法 抗ウイルス薬はないため、対症療法が中心。
経口補液や輸液による水分補給、電解質補正を行う。

予防方法

糞便、嘔吐物のウイルスに対して接触感染予防策、
飛沫感染予防策。
オムツの適切な処理、手洗いの徹底、汚染された衣
類等の次亜塩素酸消毒など。

診 断 ロタウイルス抗原検出簡易キットでの迅速検査がある。

≪主なロタウイルス迅速診断キット≫

抗原 ロタウイルス ロタウイルス＋
アデノウイルス

製品名 ラピッド
エスピーロタ

イムノカード
ST

ロタウイルス

ディップ
スティック
栄研ロタ

ラピッドテスタ
ロタ‐アデノ

発売元
DSファーマ

バイオ
メディカル

テイエフビー 栄研化学 積水
メディカル

測定法 免疫
クロマト法

免疫
クロマト法

免疫
クロマト法

免疫
クロマト法

反応時間 10分 10分 15分 10分

検体 糞便 糞便 糞便 糞便

有効期間 12ヶ月 13ヶ月 18ヶ月 24ヶ月

包装 10回 10回/30回 20回 20回

■ロタウイルスワクチンについて
海外ではG1P［８］単価とＧ１～Ｇ４［８］とＰ

［８］の５価の２種類の経口弱毒生ワクチンが認可
され使用されています。米国などの先進国におい
ても重症例減少を目的に定期接種化されています。
WHOの勧告では世界中すべての乳幼児への接種が
推奨されています。
日本においても今年７月、初めてロタウイルス

2010年12月から配合剤の新薬は、14日制限が
はずれましたが、どのような配合剤が当てはまり
ますか	 （2011年４月）

Answer

新医薬品については、薬価基準収載の翌月の初

ワクチン「ロタリックス®」が製造販売承認を取得
しました。もう１種類のロタウイルスワクチンも
申請中となっています。

商品名
（メーカー）

ロタリックス®
内服液（GSK）

RotaTeq®
（メルク社）

ワクチン
タイプ

弱毒生ヒトロタウイルス
単価ワクチンG1P［８］

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］

効能・効果 ロタウイルスによる胃腸炎の予防

用法・用量

乳児に通常、４週間以上
の間隔をおいて２回経
口接種し、接種量は毎回
1.5mlとする。

１回2.0mlを３回経口接
種。

特徴

G1型以外のG2、G3、G4、
G9株に起因するロタウ
イルス胃腸炎に対しても
予防効果が認められてい
る。７）

日本での
状況

2011年７月１日製造販
売承認取得
国家検定終了後発売予定

MSDが2010年３月に製
造販売承認を申請　治験
薬記号：V260

ロタウイルスワクチン導入の意義１）10）

・ロタウイルス胃腸炎の発症予防

・乳幼児および保護者の疾病負担の軽減

・医療経済的負担の軽減

・医療従事者の負担軽減

【参考資料】
１）薬局. ７　104-109
２）	IASR　感染症週報　Vol.32　61-62、63-64、
66-67、69-71　2011.3　国立感染症研究所

３）日経メディカル　2010. ８　55-56
４）医薬ジャーナル　Vol.47　S-1　152-157　2011
５）GSK　プレスリリース
６）GSKホームページ
７）製品インタビューフォーム
８）愛媛県立衛生環境研究所ホームページ
９）日本医事新報N04440　2009.5.30　75-77
10）日本小児科学会要望書　2011.3.1
11）医療経済　2011.7.1　26-27
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放射性セシウム体内除去剤の「プルシアンブ
ルー」の入手方法を教えて欲しい

（2011年6月　病院より）

Answer

処方せん医薬品として日本メジフィジックス株
式会社のラディオガルダーゼカプセル500㎎が放射
性セシウム体内除去剤として、我が国では、平成
22年10月に厚生労働省から承認されています（薬
価未収載）。ただし全例調査の実施が、承認条件
で、投与した場合は全例について放射線医学総合
研究所に報告することとされています。また、薬

剤の用途特性にて国が流通規制をしており、現在
は購入のための手続き等、特定の医療機関でなけ
れば入手は難しい。

ラディオガルダーゼカプセル500㎎について
主な注意点として、
・必ず医師の処方によって投与。
・予防的な投与はしない。
・排泄物等の取扱いについて，医療法その他の放
射線防護に関する法令，関連する告示及び通知
等を遵守し，適正に処理すること。［放射性セシ
ウムと結合した本剤は主に糞便中に排泄される
ため，本剤投与中の患者の糞便中には放射性セ
シウムが高濃度に含まれる可能性がある。
・本剤の臨床使用経験は限られていることから，
製造販売後に本剤が投与された全症例を対象に
使用成績調査を実施し，可能な限り情報を把握
するとともに，本剤の安全性及び有効性に関す
るデータを収集し，本剤の適正使用に必要な措
置を講じること。

したがって、原発等にて被爆されたと思われる
患者は、被爆医療施設に指定されている病院で検
査を受け、必要であれば投与となっており、基本
的には一般の医療機関では入手ができません。
尚、プルシアンブルー（Prussian	Blue、PB）は、
フェロシアン化第２鉄に属し、一般的には青色顔
料としてペンキ、インク、クレヨンなど身近なと
ころで日常使われています。消化管に吸収されな
いコロイド状物質で、毒性が低く、経口的に使用
でき、セシウム、タリウムなどのある種の一価の
陽イオンに対し結合します。タリウムやセシウム
が腸肝サイクルという代謝経路を通り腸管内に分
泌された時、これを捕捉して再吸収を阻害し、便
中への排泄を促進します。溶解度が低く、経口し
た場合はほとんど吸収されず、便中に排泄されま
す。
【参考資料】
・ラディオガルダーゼカプセル（日本メジフィジッ
クス株式会社）：インタビューフォーム・製品情
報概要

〈執筆協力会社〉鍋林㈱甲府営業所

日から１年間は、原則、１回14日分を限度として
投与することとされていたが、厚労省は2010年12
月から、当該処方日数制限を行うことが不合理と
考えられる下記のような場合は例外的な取扱いと
することとした。
１．同様の効能・効果、用法・用量の既収載品の組
合せと考えられる新医療用配合剤など、有効成分
にかかる効能・効果、用法・用量について、実質的
に、既収載品によって１年以上の臨床使用経験が
あると認められる一部新医薬品については、新医
薬品に係る処方日数制限を設けないこととする。
現時点における新医薬品は、▽エックスフォー
ジ配合錠（パルサルタンとアムロジピンベシル酸
塩、ノバルティスファーマ）。▽レザルタス配合錠
LD、同HD（オルメサルタンメドキソミルとアゼ
ルニジピン、第一三共）。▽ユニシア配合錠LD、
同HD（カンデサルタンシレキセチルとアムロジピ
ンベシル酸塩、武田薬品）。▽ミカムロ配合錠AP
（テルミサルタンとアムロジピンベシル酸塩、製造
販売は日本ベーリンガーインゲルハイム、販売は
アステラス製薬）。
いずれもARBとCa拮抗剤の配合剤で、「実質的
に、既収載品によって１年以上の臨床使用経験が
あると認められる新医薬品」に該当するため。
また、平成23年３月にピオグリタゾントグリメ
ピドの配合剤のソニアス配合剤（武田薬品）も制
限を設けないこととなっている。
【参考資料】
・厚労省各通知

〈執筆協力会社〉鍋林㈱甲府営業所


