
追加接種および交互接種Q&A

1※注:この資料では、初回接種は「1回目・2回目接種」、追加接種は「3回目接種」の意味として用いています。

〇新型コロナワクチンの接種にあたっては、予防接種法第23条に「国は、国民が正しい理解の下に
予防接種を受けるよう、予防接種に関する啓発及び知識の普及を図るものとする。」と
規定されていることから、下記のとおり、国において情報発信が行われています。

〇奈良県では、県民の皆様が、予防接種に関する正しい理解を深めていただけるよう、
上記の情報を補完する形で 「Q&A」等を作成し公表しています。

【作成日】2021年11月30日

【更新日】2022年 7月13日

■厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」 https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/

■厚生労働省「新型コロナワクチン（ｍRNAワクチン※）注意が必要な誤情報（2021年10月8日版）
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000829138.pdf
※ファイザー社のワクチンと武田／モデルナ社のワクチン

■厚生労働省厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会)資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127713.html



【引用文献】なぜ、追加（3回目）接種が必要なのですか。 (厚生労働省）https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0096.html
(2022年4月26日閲覧）

なぜ、追加（3回目）接種が必要なのですか。

感染拡大防止及び重症化予防の観点から追加接種を実施することとされています。
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「日本で接種が進められているワクチンは、高い発症予防効果等がある一方、感染予防効果や高齢者
においては重症化予防効果についても、時間の経過に伴い、徐々に低下していくことが示唆されて
います。このため、感染拡大防止及び重症化予防の観点から、初回（1回目/2回目）接種を完了した
すべての方に対して追加接種の機会を提供することが望ましいとされています。」

Q1

A1

「感染予防効果は、2回目接種後1ヶ月以内では 88％ で
あったところ、5～6ヶ月後には 47% にまで有意に低下。
発症予防効果は、2回目接種後7日以降2ヶ月未満では 96.2％ で
あったところ、4ヶ月以降では 83.7％ 」

「感染予防効果は、2回目接種の約1～4ヶ月後ではおおよそ 97％ で
あったところ、その約4ヶ月後には 80％ 前後に低下した。」

「発症予防効果は、2回目接種後2～9週で最大（ 66.7％ ）と
なり、その後20週以降で 47.3％ に低下した」

■ファイザー社 コミナティ

■武田/モデルナ社 スパイクバックス

■アストラゼネカ社 バキスゼブリア

■発症予防効果
アストラゼネカ社
バキスゼブリア

◆感染予防効果
ファイザー社
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■発症予防効果
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【引用文献】追加（3回目）接種には、どのような効果がありますか。(厚生労働省）
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0097.html

(2022年4月26日閲覧）

追加（3回目）接種には、どのような効果がありますか。

感染予防効果や重症化予防効果を高めると報告されています。
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「追加接種を行わなかった場合と比較して、感染予防効果や重症化予防効果等を高める効果があります。日本で

接種が進められているワクチンは、発症予防効果等がある一方、感染予防効果や高齢者においては重症化予防

効果についても、時間の経過に伴い、徐々に低下していくことが示唆されています 。一方、追加接種により、

低下した感染予防効果や重症化予防効果等を高める効果があることが、臨床試験や様々な疫学研究等で報告

されています。」

Q2

A2

●「入院予防効果は93%、重症化予防効果は92%、死亡に対する予防効果は81%であった。
60歳以上で追加接種を受けた場合では、追加接種を受けなかった場合と比較して、
感染例の発生率が11.3分の1、重症例の発生率が19.5分の1であった。」

●「3回目の接種から1ヶ月後の中和抗体価は、2回目の接種から1ヶ月後の中和抗体価よりも数倍高い値である。」

■ファイザー社 コミナティ

●「追加接種から28日後の中和抗体価は、2回目接種から28日後の中和抗体価よりも高く、本剤の追加接種により
臨床的な有効性を支持する免疫応答が認められる。」

■武田/モデルナ社 スパイクバックス

イスラエル

米国

米国



【引用文献】追加（3回目）接種では、どのワクチンが使用されますか。
(厚生労働省） https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0100.html 

(2022年4月26日閲覧）

追加接種（3回目）では、どのワクチンが使用される予定ですか。

初回接種に用いたワクチンの種類に関わらず、ファイザー社 又は武田/モデルナ社の
ワクチンのいずれかを使用することができます。
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「追加接種に使用するワクチンは、初回接種に用いたワクチンの種類

にかかわらず、mRNAワクチン（ファイザー社のワクチンまたは

武田/モデルナ社のワクチン）を用いることが適当であるとされて

います。

日本では現在、いずれのワクチンも薬事承認されており、

18歳以上の方を対象に順次、追加接種が進められています。

追加接種では初回接種時に用いたワクチンの種類にかかわらず、

ファイザー社又は武田/モデルナ社のワクチンのいずれかを

使用することが可能です。」

Q3

A3

初回接種
（1回目）
（2回目）

追加接種
（3回目）

ファイザー社 ファイザー社

武田/
モデルナ社

武田/
モデルナ社

ファイザー社 武田/
モデルナ社

武田/
モデルナ社 ファイザー社

厚生労働省リーフレット「追加（3回目）接種に使用するワクチンについてのお知らせも
ご活用ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000867955.pdf

(2022年4月26日閲覧）



追加（3回目）接種における交互接種の有効性を示すデータはありますか。

【引用・参考文献】新型コロナワクチンの接種について（第27回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋） (厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000908602.pdf

(2022年4月26日閲覧）

5

初回接種（1回目・２回目） と、追加接種（３回目接種）で使用するワクチン（※１）の組合せによって、
458名が 9グループに分類。 交互接種（※２）を伴う追加接種 6グループと同種接種を伴う追加接種 3グループの
すべての組み合わせで、以下のとおり、追加接種後 15日目の中和抗体価が上昇しています。

Q4

A4

武田/モデルナ社のワクチンは、日本において追加接種では50μgを接種することで薬事承認されていますが、この研究では100μgを接種しています。

※１ ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチン、ヤンセン社ワクチンの３種類
※２ 初回接種で使用したワクチンと異なるワクチンを使用すること

追加接種

1回目接種 2回目接種 3回目接種

武田/モデルナ 武田/モデルナ 武田/モデルナ 88.7 901.8

ファイザー ファイザー 武田/モデルナ 24.8 785.8

武田/モデルナ 武田/モデルナ ファイザー 57.6 677.9

ファイザー ファイザー ファイザー 21.4 446.7
※幾何平均  単位:IU/ml

初回接種
追加接種前
抗体価※

追加接種後
抗体価※

同種接種

同種接種

交互接種

交互接種

成人を対象とした交互接種による追加接種により、中和抗体価が十分に上昇したとする結果が
報告されている海外の研究データがあります。



【引用･参考文献】・追加（3回目）接種では、どのような副反応がありますか。2回目より重いのでしょうか。
(厚生労働省） https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0101.html (2022年4月26日閲覧）

3回目接種ではどのような副反応がありますか。2回目より重いのですか。

6

Q5

A5

①2回目接種後とほぼ同様の症状 ②3回目接種後の方が高い主な症状※

国内のファイザー社ワクチン２回目接種後と3回目接種後を比較した研究で、以下のような
中間報告があります。
①副反応の状況は、2回目接種後とほぼ同様です。
②但し、一部の副反応（腋窩痛（わきの下の痛み）等）については、3回目接種後の方が

発現頻度が高い傾向がみられます。

（痛み）

※2回目接種後と比べて、発現頻度の増加率が1.4倍を超えるもののみを抽出しています。

（わきの下の痛み）

（リンパ節の腫れ）
3.69％増加

・ファイザー社ワクチン初回接種者に対するファイザー社ワクチン3回目接種後中間報告
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000872662.pdf (2022年4月26日閲覧）



【引用文献】ワクチン接種後に脇のリンパ節が腫れました。注意すべきことはありますか。(厚生労働省）
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0091.html (2022年4月26日閲覧）

ワクチン接種後に脇のリンパ節が腫れました。注意すべきことはありますか。

ワクチン接種後に、接種した側の脇や首などのリンパ節が腫れることがありますが、時間
の経過とともに自然に治ります。乳がん検診は、ワクチン接種前に受けるか、ワクチン
接種後に受ける場合にはリンパ節が腫れている原因について誤った判定がなされないよう
検診医にワクチン接種を受けたことを伝えると良いでしょう。

7

Q６

A６

ワクチン接種後のリンパ節の腫れ自体は、免疫が反応しているためと
考えられており、時間の経過とともに自然に治るものです。

ワクチンによるリンパ節の腫れは、一時的なものですので、
乳がんによって起こりうるリンパ節の腫れとは異なるものです。

日本乳癌検診学会は「検診としてのマンモグラフィや乳房超音波検査
はワクチン接種前に施行するか、2回目のワクチン接種後 少なくとも
6～10週間の間隔をおいてから施行することが望ましい」としています。

また、米国のブレスト・イメージング学会は、可能であれば乳がん
検診は1回目接種の前か、2回目接種から4～6週間の間隔をあけることを考慮
することを推奨しています。

米国日本

1回目

2回目

4～
6

週
間

6～
10

週
間

マンモグラフィ
乳房超音波検査 乳がん検診

6週間

10週間

検診推奨期間



【引用文献】第２７回予防接種・ワクチン分科会 (厚生労働省） https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000908602.pdf
(2022年４月26日閲覧）

追加接種（3回目）をすると日常生活に支障が出るのでしょうか。
米国の研究によると、日常生活に支障が出るような副反応がおきる人（中等度）もいますが、
医療機関で治療が必要な副反応を起こした人（重度以上）は一人もいませんでした。ーーーー
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Q7

A７

武田/モデルナ社のワクチンは、日本において追加接種では50μgを接種することで薬事承認されていますが、
この研究では100μgを接種しています。

【追加接種後29日目までの副反応の発症状況】

※国内のファイザー社ワクチン
２回目接種後と3回目接種後を比較した
研究(Q5と同じ）では、下記の
中間報告があります。
○副反応の状況は、2回目接種後と

ほぼ同様となっています。
○3回目接種の翌日には、

10.3％の被接種者が副反応症状
のため欠勤しましたが、全て
2日以内の欠勤となっています。

【参考文献】ファイザー社ワクチン初回接種者に
対するファイザー社ワクチン3回目接種後中間報告

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000872662.pdf 

軽度   [Grade1] 3 接種部位の痒み 1名、リンパ節腫脹 1名、脇の痛み 1名、口渇 1名

中等度  [Grade2] 3 リンパ節腫脹 2名、筋・骨の違和感 1名

重度以上  [Grade3-5] 0
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軽度  [Grade1] 6 接種部位の痛み 1名、リンパ節腫脹 3名、筋・骨の違和感 1名、下痢 1名

中等度 [Grade2] 2 寝汗 1名、痒みを伴う発疹 1名

重度以上 [Grade3-5] 0

8

軽度  [Grade1] 10
接種部位の痒み 1名、リンパ節腫脹 1名、目の痒み 1名、口唇炎 1名、
耳の痛み 1名、寝汗 1名、敏感肌 1名、下痢 1名、不眠症 1名、不正出血 1名

中等度 [Grade2] 8 めまい 3名、手足の痛み 1名、多汗症 1名、寝汗 1名、食欲不振 1名

重度以上 [Grade3-5] 0

18

軽度   [Grade1] 9
リンパ節腫脹 2名、接種部位の痒み 1名、接種部位の熱感 1名、脇の痛み 1名
難聴 1名、口内のしびれ 1名、顔面紅潮 1名、発疹 1名、下痢 1名、

中等度  [Grade2] 1 接種部位の痛み 1名、多汗症 1名

重度以上 [Grade3-5] 0

10

武田/
モデルナ社

51

  具体的な症状とその人数 (症状の多い順に提示)初回接種 追加接種
対象
人数

発症
人数

副反応の重さ

合計

合計

合計

合計

交
互
接
種

ファイザー
社

武田/
モデルナ社

50

武田/
モデルナ社

ファイザー
社

51

同
種
接
種

ファイザー
社

ファイザー
社

50

武田/
モデルナ社

なし

なし

なし

なし



追加接種（3回目） の有効性等についての国内のデータはありますか。
4月13日に開催された「第80回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」において、
本年1月1日から2月28日までに新型コロナウイルス感染症に罹患した者（約12万人）を
年代別、ワクチン接種歴別に重症化及び致死率を暫定版として公表しています。

❶ 60～80代では、重症化率及び致死率は、概ね１／５～１／２
❷ 90代以上 では、重症化率・致死率とも、概ね１／１０

https://www.mhlw.go
.jp/content/1090000
0/000929082.pdf3回目接種者と

１～2回目接種者との比較

3回目接種者と
接種無しの者との比較

○上記の結果では、以下のような状況でした。
① 70～80代では、重症化率及び致死率が、概ね１／２
② 90代以上 では、重症化率・致死率とも、概ね１／６
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Q８

A8-１

②①

❷❶

出典:厚生労働省第80回（令和４年４月13日） 新型コロナウイルス感染症対策 アドバイザリーボード 資料5-2 (2022年4月26日閲覧）



追加接種（3回目） の有効性等についての国内のデータはありますか。

Q７-１の60歳代以上のみを再掲しています。

③ 60～80代では、重症化率及び致死率は、概ね１／５～１／２です。

④ 90代以上 では、重症化率・致死率とも、概ね１／１０ です。

https://www.mhlw.go.jp
/content/10900000/000
929082.pdf

出典:厚生労働省第80回（令和４年４月13日） 新型コロナウイルス感染症対策 アドバイザリーボード 資料5-2 (2022年4月26日閲覧）

【3回目接種者 と １～2回目接種者 との比較】

【3回目接種者 と 接種歴なしの者 との比較】

① 70～80代では、重症化率・致死率とも、概ね１／２です。

② 90代以上 では、重症化率・致死率とも、概ね１／６です。
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Q8

A８-２

追加接種【3回目】 １～２回接種 接種歴なし
年代 重症化率

（％）
致死率

（％）
重症化率

（％）
致死率

（％）
重症化率

（％）
致死率

（％）

60歳代 ０.３１ ０.３１ ０.４７ ０.２２ １.７２ ０.６３

70歳代 ０.９５ ０.６３ １.９４ １.１４ ３.８３ ２.００

80歳代 ２.１５ １.７９ ３.６７ ３.１５ ７.６２ ６.６３

90歳以上 ０.９７ ０.９７ ６.２６ ５.９５ ９.７６ ９.３３

① ①

② ②

③ ③

④ ④



ワクチン添付文書が一部改訂されましたが、どんな内容ですか（ギラン・バレー症候群関連）

「ごく稀ではあるものの、mRNA ワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されて
います。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関
を受診してください。」の旨が追加されました。

Q9

A９

【参考文献】 ギラン・バレー症候群、フィッシャー症候群診療ガイドライン2013（日本神経学会）（2022年6月17日閲覧）

第 80 回厚生科学審議会副反応検討部会（2022年６月 10 日）資料１－９

 ギラン・バレー症候群（以下、 GBS）は、典型的には先行感染から1～4週間後に手掌および足底のビリビリ感で発症し、同時ま
たは少し遅れて脱力が起こります。それから数日以内に、階段が上がりにくい、速く歩けないなどの歩行障害や、手に力が入りにくい、
腕を上げていられないなどの上肢脱力を自覚します。

 令和4年5月15日までの副反応疑い報告における各ワクチンのGBS疑い事例報告数及びそのうちのワクチンとの因果関係が否定で

きないとされた事例（α症例）数は、以下のとおりです。

 なお、海外（米国、英国、EU）においては、現時点でGBSに関する注意喚起はなされていません。

 以上のことを総合的に勘案した結果、「コミナティ筋注」、「スパイクバックス筋注」並びに「コミナティ筋注５～11 歳用」に係る添付文
書については、令和4年6月に改訂され、上記の内容が新たに追記されました。

ワクチン種類 GBS疑い報告数 100万回接種※
あたりの発生頻度

「コミナティ筋注」（ファイザー） 181 件（うち、α症例は15 件） 0.86件

「スパイクバックス筋注」（モデルナ） 30 件（うち、α症例はありません） 0.47件

「コミナティ筋注５～11 歳用」（ファイザー） 0件 0.00件
※100万回接種あたりの発生頻度は、2022年5月15日までのワクチン総接種回数（5/15時点）（首相官邸Webサイト）を元に算出しています。

2022年 6月24日追加



武田社ワクチン（ノババックス）添付文書が一部改訂されましたが、どんな内容ですか
＜心筋炎・心膜炎＞

「心筋炎、心膜炎が報告されているため、被接種者又はその保護者に対しては、心筋炎、
心膜炎が疑われる症状（胸痛、動悸、むくみ、呼吸困難、頻呼吸等）が認められた場合
には、速やかに医師の診察を受けるよう事前に知らせること」の旨が追加されました。

Q10

A10

【文献】 １）奈良県医師会 「心筋炎・心膜炎」

第 ８１ 回厚生科学審議会副反応検討部会（2022年７月 ８ 日）資料１－９

ノババックス社のワクチンについては、 2022年5月31日までに全世界で942,554回接種されており、うち、心筋炎疑い事例
が10件、心膜炎疑い事例が33件が報告されています。また、国内でも2022年5月25日に接種が開始され、2022年6月

12日までに計11,333回接種されています。このうち、副反応疑い事例については、医療機関及び製造販売業者から、計2
件の報告があり、主な内容は動悸・浮動性めまい・口腔咽頭不快感、けいれんとなっています。なお、現時点で、心筋炎・
心膜炎にかかる副反応疑い事例の報告はありません。

国 集計期間

心筋炎 ０件 心筋炎 ０件 / 100万回接種
心膜炎 ０件 心膜炎 ０件 / 100万回接種

/ 100万回接種

/ 100万回接種

※

心膜炎 12件 心膜炎 76.5件
豪州 ～2022年6月19日

心筋炎･心膜炎疑いの報告のうち、国際基準に従って評価した結果、心膜炎･心膜炎疑い事例であったとされたもの

心筋炎  3件
/ 約156,800回接種

心筋炎 19.1件

報告件数/推定接種回数 100万回または人接種あたりの報告件数

日本
2022年5月25日

～2022年6月12日
1~3回目

接種
/      11,333回接種

1~3回目
接種

※

※

海外の添付文書における注意喚起の状況は、豪州においては2022年6月22日に添付文書が改訂され、「有害事象」の「市販後調査によ
る有害反応」として心筋炎が位置付けられました。英国・EU・カナダにおいては、現時点で、添付文書において注意喚起はなされていません。

●

●

●

心臓は内部に４つの部屋を持つ筋肉（心筋）の塊で、周りを心膜という袋状の膜に包まれています。心筋に炎症を
起こした場合が心筋炎で、心膜に起きると心膜炎、双方が合併する心膜心筋炎を起こすこともあります。１）

2022年 7月13日追加


