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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。

【更新日】2022年10月25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

5~11歳の新型コロナワクチンQ&A

【作成日】2022年 2月24日



今回こどもの接種に「努力義務」が適用されたのはなぜですか。Q1

A

○「努力義務」とは、「予防接種法第9条」の規定のことです。
『予防接種を受けるよう努めなければならない』という規定で義務とは異なります。
感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種にご協力をいただきたいという
趣旨からこのような規定があります。

「努力義務」について詳しくは、
厚生労働省新型コロナワクチンQ&A「今回のワクチン接種の「努力義務」とは何ですか」を

参照してください。https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0067.html

○「予防接種法第9条第2項」には、16歳未満の対象者についての規定があり、
『その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は

臨時の予防接種（第六条第三項に係るものを除く。）を受けさせるため必要な措置を
講ずるよう努めなければならない』
とされています。

※新型コロナウイルス感染症に関する予防接種は、臨時の予防接種（予防接種法第6条第1項）に位置づけられます。

○接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人とその保護者が納得した上で
接種をご判断いただくことになります。

A1 小児における新型コロナワクチンの安全性・有効性に関する情報が収集され
つつあり、その安全性と有効性が確認されたため、その他の年代に適用された
「努力義務」が、令和4年9月6日から、小児にも適用されることとなりました。

【引用・参考文献】
・ 厚生労働省新型コロナワクチンQ&A「今回のワクチン接種の「努力義務」とは何ですか」

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0067.html
・ 日本小児科学会 5～17歳の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方 2022年9月19日（改訂）

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=451

(2022年10月25日閲覧） 2



【引用文献】第34回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年8月8日）

03【資料１】新型コロナワクチンの接種について p45
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000974522.pdf (2022年10月25日閲覧）

小児（5～11歳）の接種での有効性を示すデータはありますか。

米国で行われた、オミクロン株流行期に新型コロナウイルス様の症状があり、
新型コロナウイルス感染症の検査を受けた者を対象にした研究では、５-11歳

の小児におけるファイザー社ワクチン初回シリーズ（1回目・2回目）の

発症予防効果が、以下のように報告されています。

5-11歳で検査陽性者30,999例、検査陰性者43,209例

12-15歳で検査陽性者22,273例、検査陰性者25,471例

が解析された。※ 検査は核酸増幅検査

ファイザー社ワクチン初回シリーズ接種による新型
コロナウイルス感染症の発症予防効果は以下の通り
報告されている。

● 5-11歳

ワクチン接種から2-4週経過後：60.1％

ワクチン接種から5-8週経過後：28.9％

●12-15歳

ワクチン接種から2-4週経過後：59.5％

ワクチン接種から5-8週経過後：16.6％

 12-15歳における追加接種から2-6.5週経過後の

発症予防効果は71.1％であった。

ワ
ク
チ
ン
の
有
効
性

％

5-11歳

12-15歳

2回目投与からの月数

※ 5-11歳の8週経過後より先のデータは公表されていません。

Q2-1

A2-1 

3

実線部 : 推計ワクチン有効性

網がけ部: 95%信頼区間



イタリアで実施された、5-11歳の小児を対象と
して、０回接種群、1回接種群、2回接種群に分類し、
ファイザー社ワクチン初回シリーズの
感染及び重症化に対する予防効果を評価した研究
では以下の結果が報告されている。

期間：2022年1月17日から4月13日

解析例数： 2,965,918例

0回接種：1,768,497例

1回接種： 134,386例

2回接種：1,063,035例

●感染予防効果 95％信頼区間

 1回接種群：27.4％ [26.4-28.4%]

 2回接種群：29.4％ [28.5-30.2%]

●重症化予防効果

 1回接種群：38.1％ [20.9-51.1%]

 2回接種群：41.1％ [22.2-55.4%]

小児（5～11歳）の接種での有効性を示すデータはありますか。Q2-2

A2-2 イタリアで行われた、オミクロン株流行期で過去に新型コロナウイルス感染症
の診断歴のない5-11歳の小児における、ファイザー社ワクチン初回シリーズの

感染予防効果と重症化予防効果が、以下のように報告されています。
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【引用文献】第34回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年8月8日）

03【資料１】新型コロナワクチンの接種について p47
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000974522.pdf (2022年10月25日閲覧）

0回接種 1回接種 ２回接種
0-14日

２回接種
15-28日

２回接種
29-42日

２回接種
43-84日

感
染
予
防
効
果

％

★そのうち、2回接種群と0回接種群と比べた

感染予防効果の接種完了からの経時的変化は

以下の通り報告されている。(下図） 95%信頼区間

 接種完了 0-14日経過後：38.7％ [37.7-39.7%]

 接種完了 43-84日経過後：21.2％ [19.7-22.7%]

38.7% 21.2%



小児（5～11歳）の接種での有効性を示すデータはありますか。

研究国 感染予防効果 発症予防効果 入院予防効果 重症化予防効果
筆頭著者、文献及び

文献の掲載日

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
流
行
下
に
お
け
る
有
効
性

2-4週間後 60.1％

5-8週間後 28.9％

Fleming-Dutra、JAMA

2022年6月14日

7-21日後 51.0％ 7-21日後 48.0％ Cohen-Stavi、NEJM

2022年6月29日

0-14日後 38.7％

43-84日後 21.2％

（期間なし）

41.1％
Sacco、Lancet

2022年7月9日

7-14日後 48.8％

15-29日後 37.6％

30-59日後 28.5％

60日以上後 25.6％

7-14日後 87.8％

15-29日後 84.5％

30-59日後 80.4％

Tan、NEJM

2022年7月20日

14-82日後 31.0％ Fowlkes、MMWR

2022年3月11日

デルタ株
以前

7日以上後 90.7％
Walter、NEJM

2022年1月6日

※それぞれの報告は対象となった患者の背景等が異なるので、報告間での数値の単純な比較はできないことに留意が必要です。
※オミクロン株流行下におけるワクチンの有効性に関する新たな報告を整理する目的で一覧化したものであり、結果や結論については各報告を参照する必要があります。

【引用文献】第34回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年8月8日）

03【資料１】新型コロナワクチンの接種について p42
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000974522.pdf (2022年10月25日閲覧）

（アメリカ）

（イタリア）

（シンガポール）

（アメリカ）

（イスラエル）

Q2-3

Q2-1、2の研究結果の他にも、オミクロン株流行期での5-11歳の小児に
おけるファイザー社ワクチン初回シリーズ（1回目・2回目）の
予防効果について、以下のとおり海外の新たな知見が得られています。

A2-3
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Q2-２参照

Q2-1参照

Q2-２参照



Q2-4

A2-4 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、3回目接種後

の免疫原性（中和抗体価）試験の結果について以下の報告があります。
【従来株 に対する 中和抗体価】

（変異前の株）

 感染歴のない集団において、

3回目接種から1カ月後の値は、

2回目接種から1カ月後と比較して

約22倍の上昇が認められました。

2回目接種1ヵ月後 1253.9 3回目接種1ヵ月後 2720.9

 感染歴のない集団において、

3回目接種から1カ月後の値は、

2回目接種から1カ月後と比較して

約2.2倍の上昇が認められました。

【オミクロン株に対する中和抗体価】

【引用・参考文献】

・第36回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年9月2日）03【資料１】新型コロナワクチンの接種について p23

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

・独立行政法人医薬品医療機器総合機構 特例承認に係る報告書 コミナティ筋注5～11歳用（2022年8月17日）
https://www.pmda.go.jp/drugs/2022/P20220826003/672212000_30400AMX00015_A100_1.pdf (2022年10月25日閲覧）

３回目接種することで、どんな効果がありますか。〈 ※ 中和抗体価 〉
（※）ウイルスの感染力または毒素の活性を中和できる抗体の数値
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SARS-CoV2 感染歴 採血時点 例数 血清中和抗体価※1

感染歴
なし

2回目接種後1ヶ月 96 1253.9〔1116.0, 1408.9〕

3回目接種前 67 271.0〔229.1, 320.6〕

3回目接種後1ヶ月 67 2720.9〔2280.1, 3247.0〕

感染歴
問わない

2回目接種後1ヶ月 97 1276.9〔1131.6, 1440.8〕

3回目接種前 113 527.9〔420.9, 662.2〕

3回目接種後1ヶ月 114 3235.6〔2814.6, 3719.6〕

2回目接種1ヵ月後 27.6 3回目接種1ヵ月後 614.4約22倍

約2.2倍

※1 幾何平均

※ 表の〔〕内の値は両側95%信頼区間

SARS-
CoV2
感染歴

採血時点 解析
例数

オミクロン株に対する
血清中和抗体価※1

従来株に対する
血清中和抗体価※1

オミクロン株に対する
血清中和抗体価※1/従来株
に対する血清中和抗体価※1

感染歴
なし

2回目接種後

1ヶ月

29 27.6
〔 22.1,     34.5〕

323.8
〔 267.5,   392.1〕

0.09
〔0.07, 0.10〕

3回目接種後

1ヶ月

17 614.4
〔 410.7,   919.2〕

1702.8
〔1282.6, 2260.7〕

0.36
〔0.28, 0.47〕

感染歴
問わない

2回目接種後

1ヶ月

30 27.3
〔 22.0,      33.9〕

335.1
〔 275.1,   408.3〕

0.08
〔0.07, 0.10〕

3回目接種後

1ヶ月

30 992.7
〔675.9,   1458.1〕

2152.7
〔1714.9, 2702.2〕

0.46
〔0.36, 0.58〕



【引用文献】第85回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（2022年10月7日）資料1-8 副反応疑い報告の状況

について p4        https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000998636.pdf                       (2022年10月25日閲覧）

推定接種回数（※）

医療機関報告数
（報告頻度）

製造販売業者報告数
（報告頻度）

副反応疑い報告 うち重篤報告 うち死亡報告 副反応疑い報告 うち死亡報告

ファイザー社ワクチン

（5-11歳用）
※1

１回目 1,602,045
74

(0.0046%)
15

(0.0009%)
0

(0.0000%)
87

(0.0054%)
0

(0.0000%)

２回目 1,484,848
45

(0.0030%)
15

(0.0010%)
1

(0.0001%)
47

(0.0032%)
1

(0.0001%)

（参考）

ファイザー社ワクチン
（12歳以上）

※2

1回目 86,053,526
13,964

（0.0162%）
3,507

（0.0041%）
636

（0.0007％）
11,884

（0.0138％）
801

（0.0009％）

2回目 84,954,075
13,422

（0.0158％）
2,568

（0.0030％）
487

（0.0006％）
7,319

（0.0086％）
605

（0.0007％）

※1 推定接種回数 2022年2月21日～2022年9月4日これまでのワクチン総接種回数（9/4時点）を記載（首相官邸Webサイト（9/7時点掲載データ参照）
※2 推定接種回数 2021年2月17日～2022年9月4日これまでのワクチン総接種回数（9/4時点）を記載（首相官邸Webサイト（9/7時点掲載データ参照）

Q3-1

A3-1 
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●被接種者の属性等が大きく異なるため、ワクチン間の報告頻度の単純な比較は、困難であることに

留意を要しますが、12歳以上よりも低い頻度でした。

2022年2月21日～2022年９月４日の間に小児（5～11歳）ワクチン接種後の

副反応疑い事例として報告が上がった件数は以下のとおりです。

小児（5～11歳）の子どもへの
新型コロナワクチン接種の安全性はどうですか。

（国内副反応疑い報告制度より）

Q&A3-2



【引用文献】第85回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（2022年10月7日）資料1-8 副反応疑い報告の状況

について p22        https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000998636.pdf   (2022年10月25日閲覧）

2022年2月21日～2022年9月4日 の間に小児（5～11歳）ワクチン接種後の

副反応疑い事例として報告が上がった件数は以下のとおりです。

（国内副反応疑い報告制度より）

Q3-2

A3-2 
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ブライトン分類1-5 ※1 ブライトン分類1-3 ※2

1回目接種 3件 (100万回接種あたり1.9件） 1件 (100万回接種あたり0.6件）

2回目接種 6件 (100万回接種あたり4.0件） 0件 (100万回接種あたり0.0件）

○心筋炎、心膜炎に係る報告事例について

ブライトン分類1-5 ※1 ブライトン分類1-3 ※2

1回目接種 2件 (100万回接種あたり1.2件） 1件 (100万回接種あたり0.6件）

2回目接種 1件 (100万回接種あたり0.7件） 0件 (100万回接種あたり0.0件）

心
筋
炎

心
膜
炎

※1 全ての疑い報告事例 ※2 心筋炎または心膜炎と評価された事例

●副反応疑いとして報告された119件（Q&A 3-1）の中で心筋炎・心膜炎に係る疑い報告事例は12件あった。
そのうちブライトン分類1-3と評価された事例（心筋炎・心膜炎と評価された事例）は 2件あった。

※心筋炎・心膜炎についての詳細はこちらをご参照ください

https://www.pref.nara.jp/secure/256677/sinkinenQA.pdf

小児（5～11歳）の子どもへの
新型コロナワクチン接種の安全性はどうですか。〈心筋炎、心膜炎〉



【参考文献】 第83回厚生科学審議会副反応検討部会（2022年9月2日）資料1-10 新型コロナワクチン追加接種並びに適応拡大

にかかわる免疫持続性および安全性調査（コホート調査）mRNAワクチン初回接種者に対する3回目接種後中間報告(8) 
5～11歳の小児を対象としたファイザー社ワクチン初回シリーズ接種後の健康状況調査中間報告(2) p77
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000984400.pdf                  (2022年10月25日閲覧） 9

日本国内で、小児（5～11歳）の新型コロナワクチン接種後の
副反応はどのようなものがありますか。

現在、5～11歳の小児を対象とした ファイザー社ワクチン接種後の
健康状況調査が実施されており、令和4年9月2日に公表された中間報告の結果は
以下のとおりです。（なお、調査人数がまだ少数であることから、今後変化することもあります。）

小児（5～11歳）

発生頻度は2回目接種後で、
①接種部位の疼痛、②倦怠感、
③頭痛の順に高かった。
成人と比べると、①接種部位の疼痛、
②倦怠感および③頭痛
のいずれにおいても、
1回目・2回目ともに小児の方が低かった。

発熱の発生頻度は、
1回目12%、2回目14％で、
成人と比べると、
1回目では小児の方が高く、
2回目は小児の方が低かった。

①

②
③

①

②

小

児

成

人

Q3-3

A3-3

③



「米国 において、以下の研究が行われ、「ファイザー社ワクチンの2回目、3回目接種後の局所反応、
全身反応の出現頻度を比較したところ、有意差はみられなかった」と報告されています。

Q3-4

A3-4 

〈研究内容〉
・米国では、2022年5月17日に小児（5-11歳）に対する新型コロナワクチンの追加接種（３回目接種）が開始され、

2022年5月17日から7月31日の期間に約657,302人が接種した。
・接種した上記小児のうち、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。

5-11歳の小児に頻度が高く報告されたデータについて

局所反応・・・皮膚の赤みや接種部位の痛み など

・2回目接種後：68.0% ・3回目接種後：68.5%

全身反応・・・発熱や頭痛 など

・2回目接種後：45.8% ・3回目接種後：45.6%

2回目接種後と3回目接種後を比較して、有意差はみられなかった。

2022年5月17日～7月31日までの間に3249名の小児が副反応を報告した。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。また、報告頻度としては注射部位の痛み、疲労、頭痛が高かった。

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5月17日～2022年7月31日までの間に報告された581件の有害事象のうち、99.5%は非重篤事象であった。
また、3回目接種後の心筋炎や死亡の報告はなかった。
※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36回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年9月2日）

03【資料１】新型コロナワクチンの接種について p26 09【資料７】齋藤参考人提出資料 p16 (2022年10月25日閲覧）

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000984864.pdf、https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000984874.pdf 10
資料7

p16

資料1

p26

(%)

小児（5-11歳）の子どもへの
新型コロナワクチン追加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



【引用・参考文献】

・第36回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年9月2日）03【資料１】新型コロナワクチンの接種について p24
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000984864.pdf

・独立行政法人医薬品医療機器総合機構 特例承認に係る報告書（2022年8月17日）
https://www.pmda.go.jp/drugs/2022/P20220826003/672212000_30400AMX00015_A100_1.pdf

・厚生労働省リーフレット「新型コロナワクチン接種（３回目）のお知らせ（５～11歳のお子様の保護者の方へ）」
https://www.mhlw.go.jp/content/000986862.pdf (2022年10月25日閲覧）

ファイザー社が行った臨床試験によると、

5～11歳の子どもに対する３回目接種後７日以内の副反応は１・２回目接種後と比べると、

おおむね同様の症状が見られ、２回目接種時を上回るリスクは報告されませんでした。

Q3-5

A3-5 

11

３回目接種を受けた後は、２回目接種後と比べてどんな症状が出ますか。

報告割合 接種後の症状（2回目接種後 → 3回目接種後の症状の発現率）

50%以上 疼痛（72.2 → 73.9%）

10～50%
疲労（46.6 → 45.6%） 頭痛 （30.1 → 34.0%） 筋肉痛（12.5 → 18.3%）
発赤（16.5 → 15.6%） 腫脹 （14.0 → 16.4%） 悪 寒（10.3 → 10.5%）

1～10%
発熱（ 8.8 →   6.7%） 関節痛 （ 5.5 →   6.7%） 下 痢（ 6.5 →   4.9%）

嘔吐（ 1.8 →   2.4%）

○5～11歳の接種後7日間に現れた症状発現率の比較

また接種により局所反応（注射部位の疼痛、発赤 等）及び全身反応（発熱、頭痛 等）が認められたものの、
ほとんどが軽度又は中等度であり回復性が認められていること、その他の有害事象（局所反応及び全身反応以外）
の発現割合は低くほとんどは軽度又は中等度であること等が確認された。



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。（その１）・・・その２に続きます

Q4-1

A4-1

①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。 12

※ 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



②ワクチン接種歴

・新型コロナワクチン2回接種を終えていた患者は、847名※のうち50名（9%）でした

（接種の有無が不明であった患者は57名いました）。この50名は、いずれも軽症でした。

・ワクチン接種歴の有無が判明していた790名の中で、酸素投与、集中治療室への入院、

人工呼吸管理のいずれかを要したより重症と考えられる患者43名のうち、

新型コロナワクチン2回接種を受けていた患者は0名でした。

（※847名の流行期内訳：デルタ株 458名、オミクロン株 389名）

研究を行った、国立成育医療研究センターならびに国立国際医療研究センターは、

「小児新型コロナワクチン接種者自体が少ない時期の研究なので限界はあるものの、

ワクチン接種が子どもたちを重症化から守る方向に働いている可能性があることを

示唆している。」と述べています。

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。 （その2）・・・その1の続きです

Q4-2

A4-2

【参考文献】Q&A 4-1, 4-2

13

※調査期間は2022年3月までのため、2022年10月現在流行しているオミクロン株の中のBA.5がまだ存在しなかった時期に実施。
そのため、BA.5の影響は検討できていません。
なお、入院患者実数の増加に伴い、入院基準が異なった可能性があるため、経時的な比較の解釈には注意が必要です。

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10月25日閲覧）



なぜ、小児（5歳～11歳）の接種が必要なのですか。Q5-1

A5-1

【引用文献】 ・日本小児科学会 5～17歳の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方 2022年9月19日改訂

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=451

・厚生労働省新型コロナワクチンQ&A 「なぜ、小児（5～11歳）の接種が必要なのですか。」
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0113.html (2022年10月25日閲覧） 14

2022年8月10日

※ 有効性・安全性については、Q&A 2と3を、重症化予防効果については、Q&A 2-2をご参照ください。

小児（5歳～11歳）においても重症例や死亡例が確認されており、特に基礎疾患を有する等、

重症化するリスクが高い小児には接種の機会を提供することが望ましいとされています。

また、日本小児科学会は5～17歳の小児への新型コロナワクチン接種に対して以下の考え方を

2022年8月10日（9月19日に改訂）に示しました。

○日本小児科学会 5～17歳の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方

【日本小児科学会 5～17歳の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方】一部引用

①2022年8月現在、国内における新型コロナウイルス感染症の急増に伴い、
小児の患者数が増加し、それに応じて重症化する小児患者も増えている。

②小児の新型コロナワクチンに関する有効性と安全性に関する情報(※)が多く蓄積されてきた。
③特に、小児におけるCOVID-19の重症化予防(※)に寄与することが確認された。

健康な小児への新型コロナワクチン接種

「意義がある」 「推奨します」

2022年1月19日

以上を踏まえ、メリット（発症予防や重症化予防等）がデメリット（副反応等）を
更に大きく上回ると判断し、健康な小児へのワクチン接種は
「意義がある」という表現から、「推奨します」という表現に変更する方針となった。

すべての小児への新型コロナワクチン接種



Q5-2

A5-2 小児の感染者数の増加とともに、重症者数も増加傾向にあります。
初回（1回目・2回目）接種後、時間経過とともに発症予防効果が低下しますが、
追加接種（3回目接種）を行うことにより効果が回復する
と報告されています。

発症予防効果(イメージ）

ファイザー社ワクチンの小児（5～11歳）への3回目接種について、

日本では、臨床試験における中和抗体価の上昇（Q2-4参照）等の

有効性及び有害事象等の発生頻度等の安全性について（Q3-5参照）

の成績をもとに薬事承認されており、厚生労働省の審議会で

議論された結果、有効性・安全性に関する知見等を踏まえ、

予防接種法上の特例臨時接種に位置づけることとされました。

【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、小児（5～11歳）の追加（3回目）接種が必要なのですか」

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0136.html (2022年10月25日閲覧）

なぜ、小児の追加接種（3回目接種）が必要なのですか。

15

（12～15歳のデータより作成されたものです）

厚生労働省
「新型コロナワクチン接種（３回目）のお知らせ
（５～11歳のお子様の保護者の方へ）」

https://www.mhlw.go.jp/content/000986862.pdf



基礎疾患があっても接種して大丈夫でしょうか。

基礎疾患がある子どもなど、特に重症化リスクの高い方には接種をお勧め
しています。かかりつけ医とよく相談しながら、接種をご検討ください。

Q6

A6

【引用文献】厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A「小児接種（5～11歳）」

基礎疾患があっても接種して大丈夫でしょうか。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0124.html

【参考文献】 厚生労働省 健康局健康課予防接種室 新型コロナワクチン 予診票の確認のポイント Ver8.0  令和4年9月29日版
(2022年10月25日閲覧）

5～11歳を対象とした臨床試験では、肥満や喘息、神経疾患、先天性心臓疾患等の
基礎疾患がある方も含めて試験が実施され、ワクチン接種の有効性が確認されています。

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について」(2022年8月17日改訂)
http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=409

なお、基礎疾患の状態が悪化している場合や全身状態が悪い場合などは、注意が必要
です。体調が回復してから接種することが大切です。体調が悪い時の接種は控え、体調
がよくなった頃に、改めて接種時期をかかりつけ医に相談してください。

16



ワクチン添付文書が一部改訂（2022年6月）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：GBS）

「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。

【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10月25日閲覧）

https://www.neurology-jp.org/guidelinem/gbs.html

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 コミナティ筋注、スパイクバックス筋注及びコミナティ筋注

５～11歳用の添付文書の改訂について https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000949321.pdf

 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。

Q7

A7

17(2022年10月25日閲覧）



【引用文献】第36回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年9月2日）03【資料１】新型コロナワクチンの接種について p31

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000984864.pdf                                             (2022年10月25日閲覧）

海外ではどのくらい小児（5～11歳）の接種が推奨されていますか。

5～11歳の小児に対する初回シリーズ接種（※モデルナについては6～11歳）について、
米国、カナダ、フランス、イスラエル、ＥＵでは全ての小児に対して接種を推奨しており、
英国、ドイツ、WHOはより限定的な推奨をしています。 （2022年８月31日時点）

Q8-1

A8-1

国・地域 認可されているワクチン 5～11歳の小児を対象としたワクチンに関する基本方針

米国 ファイザー、モデルナ（※） 全ての小児に対して接種を推奨（2021年11月 2日）

イスラエル ファイザー 全ての小児に対して接種を推奨（2021年11月22日）

フランス ファイザー、モデルナ（※） 全ての小児に対して接種を推奨（2021年12月22日）

カナダ ファイザー、モデルナ（※） 全ての小児に対して接種を推奨（2022年 1月25日）

ＥＵ ファイザー、モデルナ（※）
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（2021年11月25日）

ドイツ ファイザー、モデルナ（※）

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。(2021年12月17日）
既往歴のない小児に対しては単回のみの接種を推奨。
但し、個人や保護者が希望する場合は２回接種し得る（2022年5月24日）

WHO ファイザー
基礎疾患があり重症化する重大なリスクがある小児に対して接種を推奨。
各国は、より優先度の高いグループの高い接種率（初回シリーズ、
追加接種）が達成された時に接種を検討すべき（2022年1月21日）

英国 ファイザー、モデルナ（※）
重症化リスクが高い小児※2、または免疫不全者と同居している小児は
接種すべき。その他の小児も接種が可能 (2022年2月28日）

18

※2 慢性肺疾患、慢性心疾患、慢性腎疾患、慢性肝疾患、慢性消化器疾患、慢性神経疾患、内分泌疾患、免疫不全、無脾症または脾機能疾患、複数の臓器に影響を及ぼす重症遺伝子異常、妊娠



【引用文献】第36回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年9月2日）

03【資料１】新型コロナワクチンの接種について p32

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000984864.pdf                        (2022年10月25日閲覧）

海外ではどのくらい小児（5～11歳）の追加接種が推奨されていますか。Q8-2

A8-2

国・地域 認可されているワクチン 5～11歳の小児を対象としたワクチンに関する基本方針

米国 ファイザー 全ての小児に対して追加接種を推奨 （2022年5月19日）

イスラエル ファイザー 全ての小児に対して追加接種を推奨 （2022年6月14日）

ドイツ ファイザー 基礎疾患を有する小児に追加接種を推奨 （2022年5月25日）

カナダ ファイザー
重症化リスクが高い基礎疾患を持つ小児に追加接種を推奨。
その他の小児も接種し得る （2022年8月19日）

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
現時点で12歳未満の追加接種の推奨はない。
今後小児に対する追加接種のデータがより多くのデータが
入手可能になれば、推奨を更新予定 （2022年8月18日）
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５～11歳の小児に対する追加接種について、

米国とイスラエルが全ての小児に対して接種を推奨しており、

ドイツとカナダがハイリスク児に対して接種を推奨している一方で、

その他の国では未発表です。 （2022年８月31日時点）



接種時に必要なものはありますか。Q9

A9

【引用文献】厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A「小児接種（5～11歳）」接種時に必要なものはありますか

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0118.html

(2022年10月25日閲覧）

5～11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】



1回目接種後、2回目接種前に12歳の誕生日がきました。
どうしたらよいでしょうか。

Q10-1

A10-1

【引用文献】厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A「小児接種（5～11歳）」

1回目の接種後、2回目の接種前に12歳の誕生日がきました。どうしたらよいでしょうか。
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0120.html (2022年10月25日閲覧）

11歳以下と12歳以上では、接種するワクチンの種類も量も異なります。
1回目接種後、2回目接種前に12歳の誕生日がきた場合は、1回目接種時の年齢に
基づき、2回目も1回目と同じ5～11歳用のワクチンを接種します。

1回目接種後、2回目接種前に12歳

の誕生日を迎える
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２回目接種1回目接種

1回目と同じワクチン

年齢 12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）

年齢 5～11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）



２回目接種

1・２回目接種後、３回目接種前に12歳の誕生日がきました。
どうしたらよいでしょうか。

Q10-2

A10-2

【引用文献】厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A「小児接種（5～11歳）」

1・2回目の接種後、3回目の接種前に12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/0135.html (2022年10月25日閲覧）

１・２回目接種後、３回目接種前に12歳を迎えた場合は、3回目接種は12歳以上用ワクチン
を接種します。 ３回目接種時の年齢に基づき、接種するワクチンを決定します。
11歳以下と12歳以上では、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

年齢 12歳

販売名 コミナティ筋注

有効成分
（接種量）

30μg
(0.3㎖/回）

1・２回目接種後、３回目接種前に
12歳の誕生日を迎える

1・2回目と異なるワクチン

年齢 5～11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）

年齢 5～11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）



小児（5～11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。Q11

A11

【引用文献】厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A「小児接種（5～11歳）」
小児（5～11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。

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0121.html (2022年10月25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。

市販の解熱剤（熱や痛みをとる薬）を使うこともできます。発熱が2日以上

続くようなら、医療機関の医師に相談してください。水分摂取ができない
場合は、早めに医療機関を受診してください。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。

発熱時

海外ではごく稀ですが、接種後に軽症の心筋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、胸の痛みや動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は
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。

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、
マスクの着用や石けんによる手洗い、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。

③5～11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(Q&A2)が
副反応などのデメリット(Q&A3)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。幼稚園や小学校等においても、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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子ども向けのリーフレットはありますか。Q12

A12 厚生労働省及び奈良県では、お子様にも理解できる内容でリーフレットを
作成しています。是非、お子様と一緒に一読していただければと思います。

◎奈良県

・新型コロナウイルス感染予防について（5～11歳用）
https://www.pref.nara.jp/secure/257789/kodomoyou.pdf

・5歳から11歳のお子様へ

新型コロナワクチン接種（3回目）についてのお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/000986863.pdf

◎厚生労働省
・5歳から11歳のお子様へ

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/000896559.pdf
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まとめ

○追加接種（３回目接種）

５～11歳のコロナワクチンについて

○初回シリーズ(１・２回目接種）

○共通
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Q２-1 Q２-2 有効性 （発症、感染および重症化予防効果）

Q２-3 有効性の各国のデータ一覧 （発症、感染、入院、重症化予防効果）

Q３-1    Q３-2 安全性 （国内副反応疑い報告制度より）

Q３-3 ファイザー社ワクチン接種後の健康状況調査

Q３-4 安全性 （局所反応、全身反応の頻度）

Q８-１ 海外の接種推奨状況

Q10-1 2回目の接種前に12歳の誕生日を迎えた場合は、5-11歳用のワクチンを接種

Q１ 努力義務

Q４-1 Q４-2 小児新型コロナウイルス患者の特徴

Q５-1 必要性

Q６ 基礎疾患を持つ子どもへの接種

Q７ ワクチンとギラン・バレー症候群

Q９ 接種時に必要なもの

Q11 接種に向けて保護者が気をつけること

Q12 子ども向けリーフレット

Q２-4 ワクチン接種の効果 （中和抗体価）

Q３-4 安全性 （局所反応、全身反応の頻度）

Q３-５ 副反応

Q５-2 必要性

Q８-2 海外での接種推奨状況

Q10-2 3回目の接種前に12歳の誕生日を迎えた場合は、12歳以上のワクチンを接種


