
５歳から11歳のお子様の保護者の方へ

〈新型コロナワクチン接種（３回目）のお知らせ 〉

Q.なぜ追加接種（3回目接種）が必要なのでしょうか？

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）報告割合

新型コロナワクチンの 安全性

1～10％
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Q.３回目接種をすることで、どんな効果がありますか？

５～11歳用のワクチンがオミクロン株流行下でも有効であるとの最新情報を踏まえ、５歳から11歳のお子様に

ワクチンを受けていただけるよう、ご本人とその保護者の方に努めていただくことになりました。これは、国民

の皆さまに接種にご協力いただきたいという趣旨によるものであり、接種を強制するものではありません。

詳しくは厚生労働省ホームページQ&Aをご覧ください。→
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５歳から11歳のお子様も、

３

発症予防効果(イメージ）

◯１・２回目接種を完了した５～11歳のお子様が対象です。

◯１・２回目接種を完了し、５か月以上、間隔を空けて接種します。ファイザー社の５～11歳用の

ワクチンを使用します（※）。

A. 子ども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。初回接種（１・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。

ぜひ、お子様と一緒に３回目接種をご検討ください。

接種の対象と使用するワクチン

（※）ファイザー社の12歳以上のものに比べ、有効成分が1/3になっています。

新型コロナワクチンの効果

（※）ウイルスの感染力や毒素の活性

を中和できる抗体の値のこと

A. 新型コロナワクチンを受けることで、新型コロナに感染しても症

状が出にくくなります。5～11歳の子どもに対するワクチンの追

加接種後は、オミクロン株を含む新型コロナウイルスに対する中

和抗体価（※）が上昇します。

また、近い年齢の子どもにおいて、時間経過とともに低下し

た初回接種による発症予防効果 が、追加接種により回復すると

報告されています。

■5～11歳の接種後７日間に現れた症状発現率の比較（ファイザー社ワクチンを使用）

Q.３回目接種を受けた後は、2回目接種の後と比べてどんな症状が出ますか？

A. ５～11歳の子どもに対する３回目の接種後７日以内の副反応は、１・２回目接種の後と比べると、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ていません。

回目接種が受けられるようになりました。

疼痛（72 .２→73.9％）50％以上

10～50%

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％）

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％）

（１２～１５歳のデータより作成）



新型コロナワクチンを受けるには

◎予防接種健康被害救済制度について

➡ワクチン接種後に、体に異常があるとき
ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、

市町村や都道府県の窓口

ワクチン接種全般に関するお問い合わせ

ワクチンを受けた人もいれば、受けていない人もいます。ワクチンを受けた後も、今までのように、しっ

かり手洗い・消毒、マスクなどの感染予防対策を続けましょう。

（※）屋外では、人と会話をするとき以外は、熱中症を防ぐためにもマスクを外しましょう。

マスクの着用（※） 石けんで手洗い 手指の消毒 こまめな換気密閉された空間密集した場所 密接した場面

厚労 コロナ ワクチン 子ども 検 索子どもに対する新型コロナワクチンの有効

性・安全性などの詳しい情報については、厚

生労働省のホームページをご覧ください。

◎新型コロナワクチンに関するご相談先

◎５歳から１１歳のお子様のワクチン接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方についての正しい情報

を確認し、お子様とご相談のうえ、保護者の方に接種をご判断いただきますようお願いします。保

護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。

周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることはあっ

てはなりません。

◎ワクチンについての疑問があるときはかかりつけ医などにご相談ください。

新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医などにご相談ください。同時または

前後２週間は、インフルエンザワクチンを除き、原則として、他のワクチンを受けることはできません。また、お子様に基

礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医などによくご相談ください。

ご相談先など

市町村の窓口➡

（※）その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認

定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判

断する審査が行われます。

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるもの

の、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金

の給付など）が受けられます（※）。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市

町村等にご相談ください。



５歳から11歳のお子様へ

37.5℃以上のねつがあるときや、体の調子が悪いときは、

ワクチンを受けられないので、そのことをおうちの人に伝えましょう。

◎ワクチンを受けた後、15

分以上はすわって様子

をみましょう。（30分様子

をみる場合もあります）

◎当日はおふろに入るなど、

いつも通りの生活をする

のは問題ありませんが、激

しい運動はやめましょう。

◎ワクチンを受けると、右のような症状

が出ることがありますが、２～３日で自

然とよくなることがわかっています。

□ねつ

□だるさ

□頭のいたみ

□さむけ

□気持ちわるさ

□おなかをこわす

受ける前

受けた後

こんな症状が出たら、おうちの人や周りの大人に知らせましょう。

●受けたすぐ後 ●受けた日や４日くらいの間

１・２回目のワクチンを受けた後、

2022年９月

新型コロナワクチンを受けるときは、どんなことに注意すればいいの？

新型コロナワクチン接種（３回目）についてのお知らせ

新型コロナワクチンをなぜ受けるの？

人の体の中に新型コロナウイルスが入りこみ仲間が増えると、

ねつ、だるさ、せき、息ぐるしさ、頭のいたみ、味覚の変化などがおきて、

体の調子が悪くなります。

ワクチンを受けると、体の中で新型コロナウイルスとたたかう用意ができる

ので、ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなりにくくなります。

ワクチンは肩の近くに注射します。肩を出しやすい服で、受けに行きましょう。受ける時

□ねつ □頭のいたみ □胸のいたみ □息くるしさ

□だるさ □さむけ □胸がドキドキした感じ

□体のかゆさ

□せき

ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由が

ある人など、様々な人がいます。ワクチンを受けている、受けてい

ないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりするこ

とは、絶対にしてはいけません。

５か月以上の間をあけて、３回目を受けてください。

守ってほしい、大切なこと。

さい さい こ さま

しん が た せっ しゅ かい め し

しん が た う

ひと からだ なか しん がた はい なか ま ふ

いき あたま み かく へ ん か

からだ ちょう し わる

しん がた よう いからだ なかう

ちょうし わるからだ はい からだ

しん が た ちゅう いう

からだ ちょう しど い じょう わる

う ひと つた

う まえ

う とき

う あと

ぜん

で にち し

う あと

しょうじょうう みぎ

とう じつ はい

き も

あたま

ふ ん い じょう よう せい かつどお

もん だい はげ

うんどう

す

ふん よう す

ばあ い

かた かた だ ふく う いちか ちゅう しゃ

しょう じょう で ひと まわ おと な し

う ひ よっか あいだ

あたま むね いき

むね かん

う あと

からだ

か いめ う あと

まも たい せつ

はや う ひと う り ゆう

ひと さま ざま ひと う う

まわ ひと わる いり ゆう

ぜったい

げ つ い じょう あいだ かい め う


