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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。

■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Q&A 」これは本当ですか？

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/truth/

■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

■厚生労働省厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html

生後６ヶ月～４歳の乳幼児への
新型コロナワクチンQ&A

【作成日】2022年12月5日



Q1

A1 乳幼児（生後6ケ月～4歳）の新型コロナウイルス感染症において、重症例の割合は少ないものの、

オミクロン株の流行に伴い新規感染者が増加する中で、重症に至る症例数が増加傾向にあること
から乳幼児を対象にワクチン接種を進めることとされました。
なお、基礎疾患がない乳幼児でも新型コロナウイルス感染症罹患により死亡する例※が
報告されています。

令和4年10月現在、新型コロナウイルス感染症のまん延状況やワクチンに関する有効性や安全性のエビデンスも

踏まえ、乳幼児への接種の機会を提供することが望ましいと考えられることから、厚生労働省の審議会で

議論された結果、令和4年10月24日に予防接種法に基づく接種に位置づけられました。

【参考・引用文献】
・厚生労働省 新型コロナワクチンについてQ&A「なぜ、乳幼児（生後6ヵ月～4歳）の接種が必要なのですか」

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0150.html
・日本小児科学会 生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20221102_6m-u5_corona.pdf (2022年12月5日閲覧)

なぜ、乳幼児（生後6ヶ月～4歳）のワクチン接種が必要なのですか。
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有効性については Q＆A ２、３ を参照ください。

安全性については Q＆A ４-1、4-2、５ を参照ください。

また、日本小児科学会は「生後6ケ月以上5歳未満の小児へのワクチン接種に対する考え方」

を令和4年11月2日に示し、現時点で有効性や安全性に関わるデータは限られてはいますが、

【生後6ケ月以上5歳未満のすべての小児に新型コロナワクチン接種を推奨します。】

としています。

（※） 国立感染症研究所 新型コロナウイルス感染後の20歳未満の死亡例に関する積極的疫学調査（第一報）：2022年8月31日現在

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20221102_6m-u5_corona.pdf


Q2

A2 ファイザー社による臨床試験では、オミクロン流行期において
生後6ヶ月～４歳における3回目接種後7日以降の

発症予防効果は７３．２％と報告されています。

【引用・参考文献】

第38回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年10月7日）03【資料１】新型コロナワクチンの接種について p12

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001004637.pdf (2022年12月5日閲覧)

生後6ヶ月～4歳の乳幼児へのワクチン接種について、
有効性を示すデータはありますか。
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COVIDｰ19確定例※ 有効性
［両側95％信頼区間］本剤 偽薬

生後6ヶ月～４歳

本剤群：794例、偽薬群：351例 13 21 73.2%
［43.8‐87.6］

生後６ヶ月～1歳

本剤群：296例、偽薬群：147例

観察期間：中央値 1.9ヶ月（範囲 0.0～4.9ヶ月）

4 8 75.8%
［9.7‐94.7］

２～４歳

本剤群：498例、偽薬群：204例

観察期間：中央値 2.4ヶ月（範囲 0.0～4.9ヶ月）

9 13 71.8%
［28.6‐89.4］

【ワクチンの有効性（3回目接種後7日以降の発症予防効果）】

※ COVIDｰ19確定例から検出されたSARS-CoV-2は、不明１例を除きいずれもオミクロン株でした。

また、この臨床試験において、デルタ株及びオミクロン株（BA.1）に対する中和抗体価について、本剤３回目接種前と本剤
３回目接種１ヶ月後を比較することで評価され、いずれの年齢においても、３回目接種により中和抗体価の上昇が示されました。

この研究結果より、PMDA（医薬品医療機器総合機構）は生後6ヶ月～４歳の乳幼児における本剤の
一定の有効性は期待できると判断しています。



Q3

A3 ファイザー社による臨床試験では、 生後6ケ月～4歳の乳幼児に対する

本ワクチンの3回目の接種から1ヵ月後の、新型コロナウイルスの

中和抗体価は、16～25歳へのワクチン接種と同様でした。

【引用・参考文献】

・第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年10月7日）03【資料１】新型コロナワクチンの接種について p12

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001004637.pdf
・医薬品医療機器総合機構 コミナティ筋注6ヵ月～4歳用審査報告書

https://www.pmda.go.jp/drugs/2022/P20220926003/672212000_30400AMX00438_A100_2.pdf

・コミナティを接種されるお子さまと保護者の方へ p14 https://www.pmda.go.jp/RMP/www/672212/844b8dfe-491e-470f-ab0f-31f68e867f5e/672212_631341DA1025_21_019RMPm.pdf 
(2022年12月5日閲覧）

生後6ヶ月～4歳の乳幼児に対するワクチンの効果はどのくらいありますか。
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中和抗体価 抗体応答率

対象者の年齢層 解析例数 中和抗体価 両側95%信頼区間 解析例数 抗体応答率（％） 両側95%信頼区間

6ヵ月～1歳 82 1406.5 ［1211.3， 1633.1］ 80 80（100.0） ［95.5， 100］

16～25歳 ※ 170 1180.0 ［1066.6， 1305.4］ 170 168（ 98.8） ［95.8，99.9］

6ヵ月～1歳と
16～25歳との比較 幾何平均比 1.19 ［1.00， 1.42］ 差 1.2 ［ -3.4， 4.2］

2～4歳 143 1535.2 [1388.2, 1697.8] 141 141（100.0） ［97.4， 100］

16～25歳 ※ 170 1180.0 ［1066.6， 1305.4］ 170 168（ 98.8） ［95.8，99.9］

2～4歳と
16～25歳との比較

幾何平均比 1.30 ［1.13， 1.50］ 差 1.2 ［ -1.5， 4.2］

このワクチンの臨床試験は継続中であり、今後さらに情報が得られる予定です。

他の年齢層での開発に臨床的有効性を評価した同様の手法（免疫ブリッジング）にて、基準を満たしました。

「第38回ワクチン分科会」 「審査報告書」 「コミナティを接種される
お子さまと保護者の方へ」



Q4-1

A4-1

1～3回目接種後の症状をみると、接種回数ごとの症状にはあまり変わりがなく、
ほとんどの症状が軽度または中等度であり、現時点で得られている情報からは、
安全性に重大な懸念は認められていないとPMDA（医薬品医療機器総合機構）は
判断しています。

生後6ヶ月～4歳の乳幼児が新型コロナワクチンを受けた後は
どんな症状が出ますか。

【接種後7日間に現れた症状】

年齢 症状（発現割合：1回目接種後 → 2回目接種後 → 3回目接種後）

生後6ヵ月～1歳 易刺激性(※1) 51.2% → 47.4% → 43.6% 発熱 7.2% → 7.4% → 6.8%

食欲減退 22.2% → 22.2% → 20.2% 腫脹(※3) 3.9% → 3.9% → 2.7%

傾眠状態(※2) 27.0% → 23.8% → 19.9% 発赤 10.6% → 9.3% → 7.1%

圧痛 16.6% → 15.0% → 16.0%

2歳～4歳 疼痛 30.8% → 31.0% → 26.7% 腫脹(※3) 3.7% → 5.7% → 3.1%

疲労 29.7% → 25.7% → 24.5% 嘔吐 3.0% → 3.4% → 1.6%

発赤 8.8% → 11.4% → 10.9% 悪寒 2.3% → 3.0% → 3.3%

下痢 7.7% → 6.7% → 5.1% 筋肉痛 2.4% → 2.6% → 2.0%

発熱 5.2% → 4.9% → 5.1% 関節痛 0.8% → 1.4% → 1.3%

頭痛 4.5% → 4.6% → 4.9%

※1 機嫌が悪い ※2 眠たくなる様子 ※3 注射部位の腫れ

海外で実施されたファイザー社ワクチンの臨床試験において、
以下のようなデータがあります。
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審査報告書より



Q4-2

A4-2

実薬群※とプラセボ（生理食塩水）群で、3回目接種後1ヶ月までの有害事象の
割合は大きな差はなかったと報告されています。

生後6ヶ月～4歳の乳幼児へのワクチン接種について、
安全性を示すデータはありますか。

本剤群 プラセボ群

有害事象 副反応 有害事象 副反応

嘔吐 50（2.7） 2（0.1） 30（3.3） 2（0.2）

下痢 26（1.4） 4（0.2） 18（2.0） 4（0.4）

発熱 55（3.0） 9（0.5） 27（3.0） 3（0.3）

注射部位疼痛 11（0.6） 10（0.5） 5（0.5） 5（0.5）

本剤群 プラセボ群

有害事象 副反応 有害事象 副反応

嘔吐 47（4.0） 8（0.7） 29（4.8） 4（0.7）

下痢 39（3.3） 9（0.8） 17（2.8） 5（0.8）

生歯 12（1.0） 0 8（1.3） 0

発熱 54（4.6） 6（0.5） 28（4.8） 0

2～4歳生後6ヶ月～1歳

本剤群 プラセボ群

6ヶ月～1歳 30.1%（355/1178例） 27.1%（162/598例）

2～4歳 18.7%（344/1835例） 18.7%（171/915例）

本剤群 プラセボ群

6ヶ月～1歳 1.4%（17/1178例） 2.3%（14/598例）

2～4歳 0.7%（12/1835例） 0.9%（8/915例）

【重篤な有害事象の割合】【有害事象の割合】

【主な有害事象及び副反応について※】

下記表内値: 例数（割合%）下記表内値: 例数（割合%）

※実薬群：コミナティ筋注6ヵ月～4歳用

【引用・参考文献】

・第38回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年10月7日）03【資料１】新型コロナワクチンの接種について

p13   https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000984864.pdf

・厚生労働省 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ（生後６か月～４歳のお子様の保護者の方へ）
https://www.mhlw.go.jp/content/001004624.pdf (2022年12月5日閲覧）

「第38回ワクチン分科会」「新型コロナワクチン接種
についてのお知らせ」
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※3回目接種1ヵ月後まで

※3回目接種1ヵ月後まで

※データカットオフ日（2022年４月29日）まで



米国 において、以下の研究が行われ、ワクチン接種後の局所反応や全身反応の出現頻度等について
報告されています。

Q5

A5 
〈研究内容〉
・米国では、2022年6月17日に乳幼児（生後6ヶ月-4歳）に対するファイザー社ワクチン

及び乳幼児（生後6ヶ月-5歳）に対するモデルナ社ワクチン を承認した。
2022年8月21日時点で約1,040,230名（ファイザー社ワクチン：約599,457名、モデルナ社ワクチン：約440,773名)が接種した。

・接種した上記乳幼児のうち、①VｰSAFE報告 ②VAERS報告の各システムへ報告された事象等を解析した。

局所反応・・・皮膚の赤みや接種部位の痛み など

・生後6ヶ月-2歳：19.0%          ・3-4歳：28.4%

全身反応・・・発熱や頭痛 など

・生後6ヶ月-2歳：55.8%           ・3-4歳：32.2%

2022年6月18日～8月21日までの間に23,266名(ファイザー社ワクチン：8541名、モデルナ社ワクチン：14,725名）の乳幼児が副反応を報告した。
初回接種後1週間において報告された局所・全身反応の頻度は以下のとおりであった。

①VｰSAFE報告

②VAERS報告

（健康影響等を被接種者が任意で自ら報告するCDC ※1 
のスマートフォンアプリを利用したモニタリングプログラム）

（CDC※1とFDA※2が共同管理する受動的ワクチン安全監視システムであるワクチン有害事象報告システム。
医療従事者やワクチン製造販売業者等の報告システム）

2022年6月18日～2022年8月21日までの間に報告された1017件の有害事象のうち、1.9% (19件) は重篤事象であった。

※VAERSの報告のうち、入院、入院期間の延長、命にかかわる疾患、後遺障害、先天性異常または欠損、及び死亡は、重篤に分類される。

※１CDC：米国疾病対策センター ※2 FDA:米国食品医薬品局

【参考文献】 第38回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年10月7日）03【資料１】新型コロナワクチンの接種について p14     

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000984864.pdf                                                        (2022年12月5日閲覧）

乳幼児（生後6ヶ月-4歳）への新型コロナワクチン接種の安全性はどうですか。
〈局所反応、全身反応の頻度について>

※１CDC：米国疾病対策センター

局所反応・・・皮膚の赤みや接種部位の痛み など

・生後6ヶ月-2歳：19.2%          ・3-5歳：32.4%

全身反応・・・発熱や頭痛 など

・生後6ヶ月-2歳：55.7%           ・3-5歳：34.5%

ファイザー社ワクチン接種 モデルナ社ワクチン接種
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小児新型コロナウイルス感染症患者の特徴として、どのようなものがありますか。Q6

A6

小児の

デルタ株

および

オミクロン株

流行期における

症状の比較

オミクロン株流行期は、デルタ株流行期に比べて2～12歳の患者で発熱やけいれんが

有意に多くありました。また、13歳以上の患者では咽頭痛が有意に多くありました。

一方で、6歳以上の患者の嗅覚・味覚障害はオミクロン株流行期に少なかったことも分かりました。

○研究対象、研究方法
2021年8月～12月までをデルタ株流行期、2022年1月～3月までをオミクロン株流行期とし、それぞれの期間にCOVID-19 Registry Japan（※1）に
登録された18歳未満の小児新型コロナウイルス感染症入院例847人の患者背景や臨床経過、ワクチン接種歴、予後などのデータを集計・分析。
（847人の内訳：デルタ株流行期：458人、オミクロン株流行期：389人）

※1 COVID-19 Registry Japan（COVIREGI-JP）
新型コロナウイルス感染症において重症化する患者の特徴や経過など、様々な点について明らかにすることを目的とした研究です。患者の生年月日や入退院日などの「基本情報」、
症状や意識レベル、酸素療法の状況といった「臨床情報」など、様々な情報を集めており、新型コロナウイルス感染症関連のデータベース（レジストリ）としては国内最大のものです。

※ 赤字はデルタ株流行期と
オミクロン株流行期を
比較して統計学的に
有意差があった項目です。

※ N/A：not applicable

【参考文献】 国立成育医療研究センター・国立国際医療研究センター

「小児コロナ入院患者における症状などを“デルタ株流行期”と“オミクロン株流行期”で比較」

https://www.ncgm.go.jp/pressrelease/2022/20220812.html (2022年12月5日閲覧） 8



【引用文献】 第38回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年10月7日）

03【資料１】新型コロナワクチンの接種について p15

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000999226.pdf                       (2022年12月5日閲覧）

海外ではどのくらい接種が推奨されていますか。Q7

A7

国・地域 認可されているワクチン ６ヶ月ー４歳の乳幼児を対象とした初回シリーズ接種に関する基本方針

米国 ファイザー、モデルナ ６ヶ月から５歳未満の全ての乳幼児に対して接種を推奨（2022年6月18日）

イスラエル ファイザー、モデルナ
ハイリスク児（慢性疾患を持つ、または免疫抑制状態の児を含む）に
接種を推奨 （2022年7月6日）

カナダ モデルナ ６ヶ月から５歳未満の全ての乳幼児は接種し得る（2022年7月14日）

ドイツ なし （記載なし）

フランス なし （記載なし）

英国 なし （記載なし）

ＥＵ なし （記載なし）

WHO なし （記載なし）
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5歳未満の乳幼児に対する初回シリーズ接種について、

米国が全ての乳幼児に対して、イスラエルがハイリスク児に対して接種を推奨しており、

カナダが全ての乳幼児に対して接種を認めている一方で、

その他の国では未承認・未発表です。 （2022年10月5日時点）



接種時に必要なものはありますか。Q8

A8

【引用文献】 厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A「乳幼児接種（生後6ヶ月～4歳）」接種時に必要なものはありますか

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0155.html

(2022年12月5日閲覧）

生後6ヶ月～4歳のワクチン接種では、原則、保護者の同伴が必要となります。
予診票に保護者の署名が必要となり、署名がなければワクチンの接種は
できません。また、未就学児の子どもの接種履歴は母子健康手帳で管理
しているため、特にこの年代の方は接種当日は可能な限り、母子健康手帳
の持参をお願いします。

この他、送付された接種券等一式と本人確認書類
（マイナンバーカード、健康保険証等）を忘れずにお持ちください。

【本人確認書類】

＜マイナンバーカード＞ ＜健康保険証＞
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＜接種券＞＜母子健康手帳＞

【接種に必須な書類など】

【接種に持参頂きたい書類など】



接種する量や回数、接種間隔は、成人や小児（5歳～11歳）と
同じですか。

Q9-1

A9-1

生後６ヵ月～4歳で接種する有効成分の1回あたりの量は、5歳～11歳で
接種する量の約30%、12歳以上で接種する量の10%になります。
接種回数は他の年代と異なり3回で1セットであり、2回目は1回目の接種から
3週間の間隔で、3回目は2回目の接種から8週間経過した後に接種します。

生後6ヵ月～4歳

販売名
コミナティ筋注

5～11歳用

有効成分
（接種量）

10μg
(0.2㎖/回）

販売名 コミナティ筋注

有効成分
（接種量）

30μg
(0.3㎖/回）

12歳以上5歳～11歳

販売名
コミナティ筋注

6ヵ月～4歳用

有効成分
（接種量）

3μg
(0.2㎖/回）

10%

【引用・参考文献】

・ファイザー社 適正使用ガイド［コミナティ筋注（1価：起源株）、コミナティ筋注5～11歳用、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用］

https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/適正使用ガイド.pdf

・厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A「乳幼児接種（生後6ヶ月～4歳）」接種する量や回数、接種間隔は、成人や小児（5～11歳）と同じですか。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0152.html （2022年12月5日閲覧）

約30%
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※起源株ワクチン ※起源株ワクチン ※起源株ワクチン

接種する量や回数、接種間隔は他の年代と異なります。
詳しくは下記をごらんください。



【引用・参考文献】

・ファイザー社 適正使用ガイド［コミナティ筋注（1価：起源株）、コミナティ筋注5～11歳用、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用］

https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/適正使用ガイド.pdf

・厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A「乳幼児接種（生後6ヶ月～4歳）」接種する量や回数、接種間隔は、成人や小児（5～11歳）と同じですか。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0152.html （2022年12月5日閲覧）

接種する量や回数、接種間隔は、成人や小児（5歳～11歳）と
同じですか。

Q9-2

(※) 最短で19日後からの接種が可能です。

例の場合、11月22日(通常)が11月20日(最短)になります。

参考：5歳～11歳
・初回免疫のため、合計2回接種します

・3週間の間隔で2回目の接種を行います

・少なくとも5ヵ月経過した後に、追加免疫

としての3回目接種を受けます

・10/24現在、4回目の接種は受けられません

生後6ヵ月～4歳 ・初回免疫のため、合計3回 接種します

・3週間の間隔で2回目の接種を行います

・少なくとも8週間経過した後に、

初回免疫としての3回目接種を受けます

・10/24現在、追加免疫（4回目の接種)は受けられません(※)

2022年 2022年 2023年

11月1日 11月22日 1月17日

3回目接種2回目接種1回目接種

例

(※)
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接種する量や回数、接種間隔は他の年代と異なります。
詳しくは下記をごらんください。

A9-2



【引用・参考文献】

厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A「乳幼児接種（生後6ヶ月～4歳）」

乳幼児（生後6か月～4歳）の接種について、インフルエンザワクチンなどほかのワクチンと同時に打つことはできるのでしょうか。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0163.html （2022年12月5日閲覧）

（例）4月1日に新型コロナワクチンを
接種した場合、

他のワクチンを接種できるのは、
4月15日（2週間後の同じ曜日の日）
以降になります。

乳幼児（生後6か月～4歳）の接種について、
インフルエンザワクチンなどほかのワクチンと同時に打つことは
できるのでしょうか。

Q10

13

他の年代と同様、インフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。
インフルエンザワクチン以外のワクチンと、新型コロナワクチンは
同時接種は出来ません。
互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種出来ます。

A10
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Q11

A11

小児や乳幼児で、ワクチンを接種する部位は変わりますか。

標準的な注射の接種部位は、以下のとおりです。
①1歳未満の子ども ・・・大腿（太もも）の外側に接種（外側広筋）
②1歳～2歳の子ども・・・大腿（太もも）の外側もしくは肩（三角筋中央部）
③3歳以上の子ども ・・・肩（三角筋中央部）

子どもの体格に応じて接種者が判断します。

幼児

【引用・参考文献】

日本小児科学会 小児に対するワクチンの筋肉内接種法について（改訂第 2 版） （2022年1月改訂）

https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20220125_kinchu.pdf (2022年12月5日閲覧）

乳児

14



２回目接種

3回の接種を終える前に５歳の誕生日をむかえました。
どうしたらよいでしょうか。

Q12

A12

【参考・引用文献】厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A「乳幼児（生後6ヵ月～4歳）接種」

3回の接種を終える前に5歳の誕生日を迎えました。どうしたらよいでしょうか。
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0157.html (2022年12月5日閲覧）

合計3回の接種の途中で5歳になった場合も、3回目までの接種は原則として
同じワクチンを接種する必要がありますので、
乳幼児用（生後6ヵ月～4歳用）のワクチンを接種します。
※４歳以下（生後6ヵ月～4歳）と５歳以上（5歳～11歳）では、接種するワクチンの種類も量も異なります。

1回目接種
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３回目接種

1回目接種後、2回目接種前に
5歳の誕生日を迎える

1回目と同じワクチン1回目と同じワクチン

年齢 4歳

販売名
コミナティ筋注
6ヵ月～4歳用

有効成分
（接種量）

3μg
(0.2㎖/回）

年齢 5歳

販売名
コミナティ筋注
6ヵ月～4歳用

有効成分
（接種量）

3μg
(0.2㎖/回）

1・2回目接種後、3回目接種前に
5歳の誕生日を迎える

もしくは

年齢 5歳

販売名
コミナティ筋注
6ヵ月～4歳用

有効成分
（接種量）

3μg
(0.2㎖/回）



乳幼児（生後6ヵ月～4歳）の接種に向けて保護者が気を付けることは
ありますか。

Q13-1

A13-1

【引用文献】厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A「乳幼児（生後6ヵ月～4歳）の接種」
乳幼児（生後6ヵ月～4歳）に向けて、保護者が気を付けることはありますか。
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0121.html (2022年12月5日閲覧）

①ワクチン接種後数日以内は、接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等の症状が
みられることが多いため、このような症状に注意しながら過ごす必要があります。

発熱が続くようなら、医療機関の医師に相談してください。
また、奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンターは24時間体制ですので
ご活用ください。 ⇒  0120-919-003

発熱時

他の年齢層において、ごく稀ですが、接種後に軽症の心筋炎や心膜炎を
発症した例が報告されています。
接種後4日程度の間に、胸の痛みを訴える、ドキドキすると訴える、息苦しそうに
している、むくんでいるなどの症状がみられる、または食欲や活気がない等
普段と違う様子が続くようであれば、速やかに医療機関を受診し、
ワクチンを接種したことを伝えてください。
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乳幼児（生後6ヵ月～4歳）の接種に向けて保護者が気を付けることは
ありますか。

Q13-2

A13-2

【引用・参考文献】厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A「乳幼児（生後6ヵ月～4歳）の接種」
乳幼児（生後6ヵ月～4歳）に向けて、保護者が気を付けることはありますか。
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0158.html

(2022年12月5日閲覧）

②ワクチンの予防効果は100%ではありません。ワクチン接種後も引き続き、
石けんによる手洗い、70%以上の手指消毒用アルコールによる消毒の励行など、
基本的な感染予防対策の継続をお願いします。

③生後6ヵ月～4歳の子どものワクチン接種についても発症予防効果など接種の
メリットが副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに
接種をお勧めしています。しかし、接種を望まない方に接種を
強制することはなく、受ける方の同意なく接種が行われることもありません。
また医学的観点から接種をできない方もいます。
幼稚園や保育園等においても、接種を受ける又は受けないことによって、
差別やいじめなどが起きることのないようお願いします。
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また、日本小児科学会では、新型コロナワクチンの接種にあたり考慮すべき
小児の基礎疾患等を公開しています。
日本小児科学会

「新型コロナウイルスワクチン接種に関する、小児の基礎疾患の考え方および接種にあたり
考慮すべき小児の基礎疾患等」(2022年8月17日改訂)
http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=409



子ども向けのリーフレットはありますか。Q14

A14 厚生労働省が、乳幼児（生後6か月～4歳）向けのリーフレットを作成していま
す。

◎厚生労働省 2022年12月5日閲覧

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ（生後６か月～４歳のお子様の保護者の方へ）
https://www.mhlw.go.jp/content/001004624.pdf
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◎厚生労働省 2022年12月5日閲覧

新型コロナワクチン接種後の注意点
（生後６か月～４歳のお子様の保護者の方へ）
https://www.mhlw.go.jp/content/001004681.pdf

◎厚生労働省 2022年12月5日閲覧

ファイザー社の新型コロナワクチン接種について
（乳幼児（生後６か月～４歳）接種用）
https://www.mhlw.go.jp/content/001004486.pdf


