
COVID-19 Vaccination Update - 30042021 - Japanese 

COVID-19ワクチンに

関する最新情報 
予防接種プログラムが変更されました。 

• 50歳未満の成人に対しては、Pfizer社製ワクチンが優先し

て接種されます。

• 50歳以上の人については引き続き AstraZeneca社製ワク

チンが提供されます。

• 50歳未満で、すでに一回目の AstraZeneca社製 COVID-

19ワクチン接種が済み、重篤な副反応を経験しなかった人

は、安心して二回目の接種を受けられます。

何か質問や懸念があれば、医師に相談するか、ナショナル・コロ

ナウイルス・ヘルプライン（1800 020 080）にお電話ください。

通訳が必要な場合は、131 450 までお電話ください。 

より詳しい情報は以下のウェブサイトから。
health.gov.au/covid19-vaccines-languages 

http://www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
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COVID-19ワクチン接種の準備 

情報が正確なことを確認 

予約を待つ間に準備できることがあります。 

Medicareの登録情報が最新であることを確認してください。（Medicare資格要件を満たしていない場
合でも、COVID-19ワクチンの接種は受けられます。） それには、以下の方法があります。 

• Medicareオンラインアカウント、これはmyGovからアクセスできます。 

• Express Plus Medicare アプリ。 

• Medicareプログラムに電話。 

アカウント設定がまだの場合は、以下の手続を取ってください。 

• Medicareに登録 （未登録の場合）。 

• Medicareオンラインアカウントを設定 （Medicareに登録はしているが、myGovにリンクして
いない場合）。 

• Medicare資格要件を満たしていない場合は、個別保険番号（Individual Health Identifier ＝ 

IHI） を取得。 

ワクチン接種を受けたら、それを証明する予防接種記録（immunisation history statement）を取得で
きます。Services Australia のウェブサイトに、予防接種記録の取得方法の説明があります。 

接種に行く際の注意事項 

COVID-19ワクチンは世界的に供給が限られており、オーストラリアも例外ではありません。そのた
め、COVID-19に感染したり重症化したりするリスクが高い人に優先的に接種します。その後、順次対
象を広げていきます。優先接種グループの情報は、以下のウェブサイトをご覧ください。
www.health.gov.au/covid19-vaccines.COVID-19ワクチンの接種対象になっているかどうか確認す
るには、以下のウェブサイトをご覧ください。https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/  

以下が該当する場合は、COVID-19ワクチン接種に行ってはいけません。 

• 発熱、咳、鼻水、その他  

COVID-19の疑いのある体調不良 

• COVID-19検査結果を待っている間  

• COVID-19検査が陽性で隔離中 

• 検疫隔離中 

• COVID-19感染者との密接な接触があった場合 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-your-medicare-card-and-account-work/update-your-personal-details-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-your-medicare-card-and-account-work/update-your-personal-details-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/medicare-online-accounts
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/medicare-online-accounts
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/contact-us/phone-us#medicaregeneral
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/contact-us/phone-us#medicaregeneral
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/enrolling-medicare
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-enrol-and-get-started-medicare/setting-your-medicare-online-account
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/australian-immunisation-register/how-get-immunisation-history-statement
http://www.health.gov.au/covid19-vaccines
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/
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上記が該当する場合は、接種実施機関に相談してください。接種予約日時の変更が必要になるかもし
れません。COVID-19ワクチンは、COVID-19の治療には効果的ではありません。 

COVID-19ワクチン接種予約の 14日前以内に別の予防接種を受けた場合は、接種実施機関に相談
してください。接種予約の変更を求められるかもしれません。  

発熱や呼吸器症状がある場合を除き、ワクチン接種の前に COVID-19検査を受ける必要はありませ
ん。  

計画的に二回接種を  

二回の COVID-19ワクチン接種を受けることが重要です。ファイザー社製 COVID-19ワクチン
（Comirnaty）を接種する場合は 3週間間隔で、また、AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンの場合
は 12週間あけて二回接種する必要があります。COVID-19予防効果は、二回目の接種から 1～2週
間ほど経たないと完全に発揮されません。  

接種時の注意事項 

COVID-19ワクチン接種に行く時には、以下を持参します。 

• 写真付き身分証明書（持っている場合） 
• Medicareカード（持っている場合） 
• 職員証（職業・職場の関係で COVID-19ワクチン接種を受ける場合） 
• 医学的状態やアレルギー、出血障害、免疫無防備状態（免疫システムの弱化）があれば、そ
れを示す書類 

• 薬を服用している場合は、その情報 

• COVID-19ワクチン接種を受けたことがあれば、その情報（ワクチンのブランドと接種日） 
• 過去に予防接種で何らかの反応が出たことがあれば、その情報 

• かかりつけの医師や専門医の名前 

• マスク（州政府等の指示がある場合） 

COVID-19ワクチン接種について何か質問や相談があれば、その場で接種実施機関に聞くことがで
きます。  

50歳未満で何らかの医学的状態がある、もしくは薬を服用している場合は、それを接種実施機関に
知らせてください。特に、以下が該当する場合は必ず報告してください。 

• 以前 COVID-19ワクチン（もしくはその成分）接種後にアレルギー反応が出たことがある。 

• その他のワクチンや医薬品に対してアレルギー（特に、重篤なアレルギー反応であるアナフィ
ラキシー）がある。 

• ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）または脳静脈洞血栓症（CVST）の既往症がある。 

• マスト細胞障害がある。  

• 出血障害がある、もしくは血液の凝固を防ぐ薬（抗凝固療法）を使っている。 

• 妊娠中である。  

• 免疫無防備状態（免疫システムが弱っている、あるいは免疫を弱める薬を服用している状態）
の場合。 

• 以前 COVID-19にかかったことがある、もしくは罹患中である。 

• COVID-19ワクチン接種を受けたことがある場合（そのブランドも）。 

• 過去 14日以内に何らかの予防接種を受けた場合。 

 

ワクチン接種の予約をする前に、かかりつけの医療機関に相談しておいた方が良いこともあります。
接種を受けたワクチンに固有の情報は、以下をご覧ください。 

• Information on COVID-19 Pfizer (Comirnaty) vaccine、もしくは、 

• Information on COVID-19 Vaccine AstraZeneca。  

https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-information-on-covid-19-pfizer-comirnaty-vaccine
https://health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-information-on-covid-19-astrazeneca-vaccine
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ワクチン接種の実際 

ワクチン接種は注射で行われます。通常は上腕への筋肉注射となります。接種後、少なくとも 15分間
は観察のためクリニックで待たなければなりません。病歴等によっては、30分間待つよう要請されるこ
とがあります。 

ワクチン接種にあたって提供した個人情報の取扱 

個人情報の収集、保管、取扱に関する情報は、以下のウェブサイトをご覧ください。 

https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations 

https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
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AstraZeneca社製 

COVID-19ワクチンについて 
このワクチンについて 

AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンによって、新型コロナウイルスで病気になるのを防ぐことがで
きます。このワクチンは生きた新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）を含んでおらず、これにより
COVID-19にかかることはありません。このワクチンには SARS-CoV-2の重要な構成要素であるス
パイクタンパク質の遺伝情報が含まれています。その遺伝情報が害のない一般的な風邪のウイルス
（アデノウイルスベクター）に挿入され、体内に導入されます。すると身体がスパイクタンパク質を複製
し、それによって身体の免疫機能が SARS-CoV-2を認識して攻撃できるようになります。アデノウイル
スベクターは、細胞内に入ると自分を複製できないように改変されています。従って、他の細胞に伝染
したり感染症を起こしたりはしません。  

ワクチン接種は無料で、任意です。COVID-19ワクチン接種に関して何か懸念や疑問があれば、受け
る前に接種実施機関やかかりつけの医師に相談することができます。 

AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンは 18歳以上の人に接種可能な安全で有効なワクチンです。
AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンの非常に稀な副反応として、「血小板減少を伴う血栓症候群
（thrombosis with thrombocytopenia syndrome = TTS）」が報告されています。ワクチン接種の利益
は、この症状が起きるリスクに比べてはるかに高くなっています。とはいえ、そのリスクを最小限に抑え
るため、50歳未満の成人及び脳静脈洞血栓症（脳で起きる血栓症の一種）もしくはヘパリン起因性血
小板減少症（ヘパリン療法において稀に発生する副反応）の既往症がある人に対しては、Comirnaty 

(Pfizer) の使用が推奨されています。    

予防接種の利益 

AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンによって、新型コロナウイルスで病気にならないよう防護する
ことができます。特に、重症化、入院、死亡を防ぐ効果があります。このワクチンは、治験（正式承認前
の臨床試験）とイングランドやスコットランドにおける実地の予防接種実施者を対象とした研究の双方
で、非常に効果が高いことが実証されています。  

COVID-19は非常に感染力が強く、どんな年齢の人でも重い病気になることがあります。世界中で感
染者数 1億人以上、死者も数百万人に上っています。  

予防接種は受けた本人を守るだけでなく、コミュニティに COVID-19感染が拡がることを防いで、全て
の人のためになります。  
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予防接種のリスク 

全てのワクチンと同様、COVID-19ワクチンも接種後、一時的に何らかの副反応を起こすことがありま
す。AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンによる一般的な副反応には以下のようなものがあります。
注射跡の痛み、倦怠感、頭痛、筋肉痛、発熱、悪寒など。ほとんどの副反応は軽く一時的なもので、1

～2日すれば治ります。 

全ての医療やワクチンと同様、希少な、あるいは未知の副反応が起きる可能性もあります。 

血小板減少を伴う血栓症候群（thrombosis with thrombocytopenia syndrome = 

TTS） 

海外の複数の国で報告された事例によると、AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンは、血小板減少
を伴う血栓症候群（thrombosis with thrombocytopenia syndrome = TTS）と関連がある可能性が指
摘されています。  

TTS とは？ 

TTSは、ワクチン接種から 4～20日後に起こる、血小板数減少（thrombocytopenia）を伴う血栓症
（thrombosis）を指します。血栓は身体の様々な部位、たとえば、脳内（脳静脈洞血栓症：cerebral 

venous sinus thrombosis = CVSTと呼ばれます）や、腹腔内で発生します。  

TTSが発生するメカニズムは良く分かっていません。けれども、ヘパリン療法において稀に発生する
副反応であるヘパリン起因性血小板減少症（heparin-induced thrombocytopenia = HIT）に類似して
いると考えられています。  

TTSの発生頻度 

TTSは非常に稀で予防接種 100万回につき 4～6症例しか報告されていません。ただ、発生すると
非常に重症になることがあり、死亡することも 4症例につき 1症例ほどあります。4月 8日時点で、オ
ーストラリアで報告されている（未確定）症例は 2021年 4月 1日の 1症例のみです。これは、
AstraZeneca社製 COVID-19ワクチン接種 40万回につき 1例という頻度です。   

TTSを起こしやすい人は？ 

TTSが発生しやすい特定のリスク要因は確定していません。  

TTSが報告されている諸国においては、60歳未満の成人がそれ以上の高齢者に比較して多く、女性
が男性に比較して多くなっています。とはいえ、国によっては若年層に優先して AstraZeneca社製ワ
クチンを投与していたり、ワクチン接種の優先順位が高い医療関係者において女性の比率が高かった
りするため、年齢や性別がリスク要因であるかどうかは、はっきりしていません。 

オーストラリアでは予防措置として、高齢者よりも TTSを発症するリスクがやや高い可能性があり、
COVID-19にかかっても重症化するリスクが高齢者に比べて低い 50歳未満の成人については、
Comirnaty (Pfizer) ワクチンを優先して使用することにしました。  

血栓症の既往症がある人にとっても、AstraZeneca社製ワクチンは安全ですか？ 

脳静脈洞血栓症やヘパリン起因性血小板減少症は、TTSに類似しているため、これらの既往症があ
る人に対しては、Comirnaty (Pfizer) の使用が推奨されています。  

上記以外の血栓症の既往症がある人や、血栓危険因子がある人については、AstraZeneca社製ワ
クチンを投与することができます。上記以外の血栓症の既往症がある人は TTSのリスクが高いことを
示す証拠は見つかっていません。AstraZeneca社製ワクチンが広汎に使用されている諸国において
も、総合的な血栓症発生率は上昇していません。  

AstraZeneca社製ワクチンの第一回接種が済んでいる場合 

報告されている TTSの症例は、全て第一回目の接種後に発生しています。第一回接種が済んでお
り、重篤な副反応を経験しなかった人は、安心して第二回接種を受けられます。  
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血小板減少を伴う血栓症候群の一般的な症状 

TTSは、ワクチン接種後 4～20日以内に非常に稀に起こる症状です。症状は、腹痛もしくは激しい頭
痛（併発する場合もあります）が起きて鎮痛薬を飲んでも良くならないことがあるとされています。 

以下のような症状がある場合は、直ちに医療機関の診察を受けましょう： 

• 激しい持続的な頭痛であって、 

o ワクチン接種後 4日目以降に発症 

o 普通の鎮痛薬で改善しない 

o 横になると悪化、もしくは吐き気・嘔吐を伴う 

• 以下のような神経症状： 
o 目の焦点が合わない  

o 発話困難 

o 眠気  

o けいれん  

• 息切れ・胸部痛 

• 脚のむくみ 

• 持続的な腹痛 

• 上記の諸症状とともに、注射跡とは離れた場所の皮膚に血斑が生じた場合。 

予防接種を受ける前に考慮すること 

予防措置 

特定の既往症がある場合、予防措置として接種後 30分間の観察時間を置いたり、アレルギー専門医
の診察を受けたりすることが必要になることがあります。以下が該当する場合は、接種実施機関に知
らせて下さい。 

• 以前 COVID-19ワクチン（もしくはその成分）接種後にアレルギー反応が出たことがある。 

• 他のワクチンあるいは医薬品が原因でアナフィラキシーを起こしたことがある。接種実施機関
が当該ワクチンと COVID-19ワクチンとに共通する成分がないということを確認できます。 

• マスト細胞障害がある。 

出血障害がある、もしくは血液の凝固を防ぐ薬（抗凝固療法）を使っている場合は、接種実施機関に
報告してください。安全に筋肉注射を実施できるかを判断し、最適な接種タイミングを決定する際、接
種実施機関が相談に乗ります。  

免疫システムの弱化（免疫無防備状態） 

何らかの医学的事情や投薬療法のせいで免疫システムが弱化している人は、免疫無防備状態にある
可能性があります。HIV感染者を含む免疫無防備状態の人は COVID-19にかかったときに重症化や
死亡する危険性が高くなります。  

オーストラリア政府は、免疫無防備状態の人は COVID-19ワクチン接種を受けるよう、強く推奨してい
ます。AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンは「生ワクチン」とは異なります。アデノウイルスベクター
は、自分を複製したり他の細胞に伝染したりできないように改変されており、免疫無防備状態の人にも
接種できます。 

AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンの臨床試験にあたっては、免疫無防備状態の人は対象に入
っていませんでしたが、これまでに世界中で多くの免疫無防備状態の人が同ワクチンの接種を受けて
います。AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンを症状が安定している HIV感染者に投与する臨床試
験が実施中であり、数ヶ月以内に結果が出ると思われます。  

AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンが免疫無防備状態の人に対して、一般の人と同様の効果が
あるかどうかは、分かっていません。効果が弱い可能性がありますので、ワクチン接種後も対人距離
の確保といった感染予防策を継続することが重要です。  
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免疫無防備状態の人へのワクチン接種について、詳しい情報は以下をご覧ください。 COVID-19 

vaccination decision guide for people with immunocompromised. 

妊娠中・授乳中の方 

授乳中の人が COVID-19ワクチン接種を受ける場合は、Pfizer (Comirnaty) の使用が推奨されま
す。このワクチンは若年層にも推奨されています。とはいえ、利益がリスクを上回る場合は
AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンを接種することができます。接種後に授乳を停止する必要は
ありません。  

妊娠中の女性が一般的に COVID-19ワクチン接種を推奨されているわけではありません。しかし、以
下が該当する場合は接種を考慮することもできます。 

• 仕事の都合などで COVID-19感染の危険性が高い。  

• 既往症などの関係で重症化する危険性が高い。  

妊娠中の場合は、ワクチン接種の利益とリスクについて、医療機関にご相談ください。妊娠中の女性
は、その年齢を考慮して、AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンよりも Pfizer社製ワクチン
（Comirnaty）の使用が推奨されます。 

妊娠中・授乳中の人へのワクチン接種について、詳しい情報は以下をご覧ください。 COVID-19 

vaccination decision guide for women who are pregnant, breastfeeding or planning pregnancy. 

COVID-19病歴のある人 

以前 COVID-19にかかったことがある人は、接種実施機関に相談してください。COVID-19ワクチン
接種を快復後 6ヶ月以内の期間遅らせるよう指示されることがあります。現時点で COVID-19に感染
している人は、担当医に接種のタイミングを相談してください。  

二種類のワクチンのいずれも、COVID-19病歴のある人への接種に適しています。 

未成年者と AstraZeneca社製 COVID-19ワクチン 

AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンは、暫定的に 18歳以上の人に対して承認されています。18

歳未満の子どもに接種することはできません。子どもが COVID-19にかかるリスク、特に重症化する
リスクは、年齢の高い未成年者や成人に比べて低くなっています。  

ワクチンの安全性と副反応の通報 

オーストラリアの薬品・医薬品行政局（TGA）は、オーストラリアにおける全てのワクチンを審査します。
この審査により、ワクチンが安全で有効であり、高い品質で製造されていることを確保しています。
COVID-19ワクチンの承認手続きに関する説明が、TGAのウェブサイトに掲載されています。  

COVID-19ワクチン接種計画実施期間を通じて、COVID-19ワクチンの安全性は継続的に監視され
ます。副反応の疑いがある場合は、ワクチン接種実施機関や他の医療機関に報告してください。報告
を受けた機関が、患者に代わって州政府等の保健省もしくは直接薬品・医薬品行政局（TGA）に通報
します。 

自分で通報する場合は、TGAのウェブサイトの、COVID-19ワクチンの副反応が疑われる場合の通

報手続に関する情報を参照してください。 

 

https://www.health.gov.au/resources/publications/atagi-covid-19-vaccination-decision-guide-for-people-with-immunocompromise
https://www.health.gov.au/resources/publications/atagi-covid-19-vaccination-decision-guide-for-people-with-immunocompromise
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-covid-19-vaccination-decision-guide-for-women-who-are-pregnant-breastfeeding-or-planning-pregnancy
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-covid-19-vaccination-decision-guide-for-women-who-are-pregnant-breastfeeding-or-planning-pregnancy
https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccine-approval-process
https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccine-approval-process
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
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AstraZeneca社製 COVID-

19ワクチン接種を受けたら 
このワクチンについて 

今日接種されたのは、AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンです。 

このワクチンは、新型コロナウイルスで病気になることを防ぐことが期待されています。AstraZeneca

社製 COVID-19ワクチンは生きた新型コロナウイルス（SARS-CoV-2 ＝ COVID-19を引き起こすウ
イルス）を含んでおらず、これにより COVID-19にかかることはありません。このワクチンには SARS-

CoV-2の重要な構成要素であるスパイクタンパク質の遺伝情報が挿入された弱毒性ウイルス（アデノ
ウイルスベクター）が含まれており、それが身体の細胞に導入されます。すると身体がスパイクタンパ
ク質を複製し、それによって SARS-CoV-2を認識して攻撃できるようになります。アデノウイルスベク
ターは、細胞内に入ると自分を複製できないように改変されています。従って、他の細胞に伝染したり
感染症を起こしたりはしません。  

ワクチン接種後の注意事項 

全てのワクチンと同様、COVID-19ワクチンも接種後に何らかの副反応を起こすことがあります。  

AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンによる一般的な副反応には以下のようなものがあります。 

• 注射跡の痛み、腫れ、圧痛、発赤、かゆみ 

• 倦怠感 

• 頭痛 

• 筋肉の痛み 

• 吐き気 

• 発熱・悪寒 

• 体調不良 

• 関節の痛み。 

AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンによる稀な副反応には以下のようなものがあります。 

• リンパ腺肥大 

• 四肢の痛み 

• めまい 

• 食欲不振 

• 腹痛。 
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ほとんどの場合、副反応は軽いものです。接種した人の約 3分の 2の人にあらわれますが、接種後 1

日以内に発生し、1～2日でおさまります。  

人によっては、他のワクチンとは違う、重い症状の風邪に似た副反応を経験し、通常の行動を避けな
ければならないこともあります。これらの症状は、一回目の接種後の方が二回目の時よりも起きやす
いです。 

接種後 1～2日以内に注射跡の痛みや発熱、体の痛みなどがあれば、パラセタモール
（paracetamol）を服用してもかまいません。これは上記の症状をやわらげる働きがあります。接種前
にパラセタモールやイブプロフェンを服用する必要はありません。注射跡が腫れているときは、冷湿布
をしてもかまいません。 

AstraZeneca社製 COVID-19ワクチン接種後、ごく稀に起きたという報告がある副反応には、以下
のようなものがあります。 

• 重篤なアレルギー反応（アナフィラキシー）: 
o これは接種を受けた人 100万人につき 1症例ほどの頻度で起こります。 

• 非常に稀に起こる血栓症： 
o AstraZeneca社製 COVID-19ワクチン接種後、ごく稀に血小板減少を伴う血栓症が発生

することがあります。この副反応は、第一回接種を受けた人 100万人につき 4～6症例
ほど見られますが、同ワクチンの第二回接種の後には発生していません。 

o 血栓は身体の各所で発生することがあり、脳内（これを脳静脈洞血栓症といいます）や腹
腔内で起きた例があります。血小板数の減少は出血をもたらすことがあります。  

o これらの症状は、接種後 4～20日後に発生することが多いです。  

o この症状が起きた場合、非常に具合が悪くなり、入院が必要となります。この症状は長期
的な障害を引き起こすことがあり、死に至る場合もあります。 

以下が該当する場合は、医療機関に相談してください。 

• アレルギー反応が疑われる場合。呼吸困難、喘鳴、心悸亢進、虚脱など、重篤なアレルギ

ー反応が見られるときは 000に電話して下さい。 

• 予測されていた副反応であっても、それが数日経っても引かない場合。 

• 以下の症状があるとき： 

o 普段の頭痛とは異なる激しい持続的な頭痛があり、パラセタモールなどの鎮痛薬

を飲んでも治らない 

o 目の焦点が合わない 

o 顔面や四肢に力が入らない 

o 意識混濁やひきつけ。 

• 副反応が疑われる場合や、以下のようなこれまでにない、あるいは思いがけない症状が

見られる場合（特に接種後 4～20日後の期間）： 

o 息切れ 

o 胸部痛 

o 持続的な腹痛 

o 脚のむくみ 

o 注射跡とは異なる部位に心当たりのない針で刺したような発疹やあざが発生。 

医師に診てもらうときは予防接種を受けたことを必ず伝えましょう。緊急ではない症状の場合は、かか
りつけの医療機関（GPなど）に相談することができます。 
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ワクチン安全性監視と副反応の報告 

副反応の疑いがある場合は、ワクチン接種実施機関や他の医療機関に報告してください。報告を受け
た機関が、患者に代わって州政府等の保健省もしくは直接薬品・医薬品行政局（TGA）に通報します。 

自分で通報する場合は、TGAのウェブサイトに行き、そこに掲載されてある手順に従ってください。
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine. 

接種後の COVID-19検査 

COVID-19ワクチンの副反応の中には、COVID-19の症状（たとえば発熱など）と似ているものがあり
ます。とはいえ AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンは生きた SARS-CoV-2ウイルスを含んでおら
ず、これにより COVID-19にかかることはありません。以下が該当する場合であっても、COVID-19

検査や隔離の必要は無いことがあります。 

• 接種後 2日以内で発熱、頭痛、倦怠感といった一般的な症状があるが、  

• 呼吸器系の症状（鼻水、咳、喉の痛み、嗅覚や味覚の喪失など）がない場合。  

いずれにしても、居住する州や地域における最新情報や現行ガイドラインに留意しましょう。居住する
地域で COVID-19の流行が発生すれば、こうした行動基準は変更になる可能性があります。ワクチン
接種とは無関係の理由（確定 COVID-19患者と近接接触があった場合等）により、COVID-19検査
が必要になることがあります。疑わしい場合は医療機関に相談してください。 

二回目の予約を忘れずに 

少なくとも 12週間あけて二回目の AstraZeneca社製 COVID-19ワクチン接種を受けることが重要で
す。二回目の接種によって、COVID-19予防効果が持続することが期待されています。  

ワクチン接種にあたって提供した個人情報の取扱 

個人情報の収集、保管、取扱に関する情報は、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations 

https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
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ファイザー社製 COVID-19ワ

クチン（Comirnaty）について  

このワクチンについて 

Comirnatyは、ファイザー・オーストラリア社製のワクチンで、新型コロナウイルスで病気になることを
防ぐことが期待されます。Comirnatyは生きたウイルスを含んでおらず、これにより COVID-19にかか
ることはありません。このワクチンには SARS-CoV-2の重要な構成要素であるスパイクタンパク質の
遺伝情報が含まれています。接種後、身体はスパイクタンパク質の複製を作ります。そこで免疫システ
ムがそれを認識して攻撃するようになり、COVID-19を引き起こす SARS-CoV-2ウイルスに抵抗でき
るようになります。この遺伝情報は体内で迅速に分解されます。 

COVID-19を防ぐために、以下に述べる少数の例外を除く 16歳以上の全ての人がワクチン接種を受
けることが望ましいです。ワクチン接種は任意です。 

COVID-19ワクチン接種に関して何か懸念や疑問があれば、受ける前に接種実施機関やかかりつけ
の医師に相談することができます。 

ワクチンの効用 

Comirnatyは大規模な臨床試験により、16歳以上の人が COVID-19にかかるのを防ぐ効能が認め
られています。二回の Comirnaty接種を受けた人は、そうでない人に比べて、COVID-19にかかる可
能性が 95％低くなっています。65歳以上の人や特定の安定的既往症を有する人に対しても、同様の
効果が認められています。 

COVID-19予防効果は第一回接種後 2～3週間ごろから認められ始めます。一回だけの接種でもあ
る程度の効果がありますが、長続きしません。二回接種することで最適な効果が得られます。100％効
果的なワクチンはありません。ですからワクチン接種後でも COVID-19にかかる可能性はあります。
Comirnatyの予防効果の持続期間は分かっていません。今後明らかになってくると考えられます。  

現時点では、COVID-19ワクチンが感染拡大防止にどれほど効果があるかは、はっきりしていませ
ん。こうしたことから、ワクチン接種を受けた人でも SARS-CoV-2に感染する可能性はあると考えられ
ます。感染者は、無症状ないし軽い症状であっても、他の人にうつすことがあります。 
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そのため、以下のような予防対策は引き続き重要となります。 

• 対人距離の確保 

• 手洗いの励行 

• マスク着用 

• 地方公共団体の指示に基づく COVID-19検査や隔離  

二回の Comirnaty接種を受けていたとしても、地域の保健当局が定める該当症状（発熱、咳、喉の痛
み等）があるときは COVID-19検査を受けなければなりません。 

ワクチン接種対象者 

16歳以上の人は COVID-19ワクチン接種を受けることができます。  

以下のような危険性が特に高い人には優先的に接種が実施されます。 

• COVID-19ウイルスへの曝露（たとえば出入国管理・検疫職員、医療関係者、高齢者介護施
設職員等）  

• COVID-19感染による重症化や死亡の危険性（高齢者や既往症を持つ人） 

ワクチン接種を受けるべきでない人 

以下に該当する人は接種すべきでありません。 

• 同種の COVID-19ワクチンを接種してアナフィラキシー（重いアレルギー反応の一種）を起こ
したことがある人。  

• いずれかの COVID-19ワクチン構成要素に触れてアナフィラキシーを起こしたことがある人。  

接種前の注意事項 

特定の既往症がある場合、予防措置として接種後 30分間の観察時間を置いたり、アレルギー専門医
の診察を受けたりすることが必要になることがあります。以下が該当する場合は、接種実施機関に知
らせて下さい。 

• 以前 COVID-19ワクチン（もしくはその成分）接種後にアレルギー反応が出たことがある。 

• 他のワクチンあるいは医薬品が原因でアナフィラキシーを起こしたことがある。接種実施機関
が当該ワクチンと COVID-19ワクチンとに共通する成分がないか確認できます。 

• マスト細胞障害がある。  

出血障害がある、もしくは血液の凝固を防ぐ薬（抗凝固療法）を使っている場合は、接種実施機関に
報告してください。安全に筋肉注射を実施できるかを判断し、最適な接種タイミングを決定する際、接
種実施機関が相談に乗ります。  

接種前に相談すべき特殊事情  

免疫システムの弱化（免疫無防備状態） 

何らかの医学的事情で免疫システムが弱化している人は、免疫無防備状態にある可能性がありま
す。また、免疫システムを抑制する療法を受けている人もそうなることがあります。  

オーストラリア政府は、免疫無防備状態の人は COVID-19ワクチン接種を受けるよう、強く推奨してい
ます。Comirnatyは生ワクチンではありません。免疫無防備状態の人にも接種できます。 

HIV感染者を含む免疫無防備状態の人は COVID-19にかかったときに重症化や死亡する危険性が
高くなります。  

Comirnatyの臨床試験にあたっては、少数の安定的 HIV感染者を除き、免疫無防備状態の人は対
象に入っていませんでした。Comirnatyが免疫無防備状態の人に対して、一般の人と同様の効果が
あるのかは、分かっていません。免疫無防備状態の人には、一般の人と比べて Comirnatyの効果が
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低い可能性があります。ワクチン接種後も対人距離の確保といった感染予防策を継続することが重要
です。  

妊娠中・授乳中の方 

授乳中の人も Comirnaty接種を受けることができます。接種後に授乳を停止する必要はありません。  

妊娠中の女性が一般的に Comirnaty接種を推奨されているわけではありませんが、以下が該当する
場合は接種を考慮することもできます。 

• 仕事の都合などで COVID-19感染の危険性が高い。  

• 既往症などの関係で重症化する危険性が高い。  

妊娠中の場合は、ワクチン接種の利益とリスクについて、医療機関にご相談ください。  

COVID-19病歴のある人 

以前 COVID-19にかかったことがある人は、接種実施機関に相談してください。COVID-19ワクチン
接種を快復後 6ヶ月以内の期間遅らせるよう指示されることがあります。現時点で COVID-19に感染
している人は、担当医に接種のタイミングを相談してください。 

Comirnaty と未成年者 

Comirnatyは、暫定的に 16歳以上の人に対して承認されています。16歳未満の子どもに接種するこ
とはできません。年齢の高い子どもを対象とする Comirnatyの臨床試験が進行中ですが、その結果
は出ていません。子どもが COVID-19にかかるリスク、特に重症化するリスクは、年齢の高い未成年
者や成人に比べて低くなっています。  

Comirnatyの安全確保 

ワクチン開発への出資増強や、多数のボランティアが試験に参加したことにより、Comirnatyやその
他の COVID-19ワクチンの開発は迅速に進みました。約 44,000人が参加した大規模な臨床試験に
より、Comirnatyは安全で有効であることが確認されました。 

オーストラリアの薬品・医薬品行政局（TGA）は、オーストラリアにおける全てのワクチンを審査します。
この審査により、ワクチンが安全で有効であり、高い品質で製造されていることを確保しています。
COVID-19ワクチンの承認手続きに関する説明が、TGAのウェブサイトに掲載されています。  

COVID-19ワクチン接種計画実施期間を通じて、COVID-19ワクチンの安全性は継続的に監視され
ます。  

AstraZeneca社製 COVID-19ワクチン接種後に非常に稀に血小板減少を伴う血栓症が発生する副
反応が報告されています。AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンは、異なる製法で作られています。
Comirnatyに関して同様の事例は報告されていません。 

副作用の疑いがある場合は、ワクチン接種実施機関や他の医療機関に報告してください。報告を受け
た機関が、患者に代わって州政府等の保健省もしくは直接薬品・医薬品行政局（TGA）に通報します。 

自分で通報する場合は TGAのウェブサイトの COVID-19ワクチンの副反応が疑われる場合の通報
手続に関する情報を参照してください。 
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https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
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COVID-19ワクチン接種を受

けたら – Pfizer 
このワクチンについて 

今日接種されたのは、ファイザー・オーストラリア社製の Comirnatyというワクチンです。 

このワクチンは、新型コロナウイルスで病気になることを防ぐことが期待されています。Comirnatyは
生きたウイルスを含んでおらず、これにより COVID-19にかかることはありません。このワクチンには
SARS-CoV-2の重要な構成要素であるスパイクタンパク質の遺伝情報が含まれています。接種後、
身体はスパイクタンパク質の複製を作ります。そこで免疫システムがそれを認識して攻撃するようにな
り、SARS-CoV-2ウイルスに抵抗できるようになります。この遺伝情報は体内で迅速に分解されます。 

ワクチン接種後の注意事項 

全てのワクチンと同様、COVID-19ワクチンも接種後に何らかの副作用を起こすことがあります。  

Comirnaty接種後のよく見られる副作用は、以下のようなものです。 

 注射跡の痛みや腫れ 

 倦怠感 

 頭痛 

 筋肉の痛み 

 発熱・悪寒 

 関節の痛み 

Comirnaty接種後、稀に見られる副作用には、以下のようなものがあります。 

 注射跡の発赤 

 吐き気 

 リンパ腺肥大 

 体調不良 

 四肢の痛み 

 不眠 

 注射跡のかゆみ 
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通常、これらの副作用は軽いもので、1～2日でおさまります。人によっては、一般の予防接種に比べ
て重い症状の風邪に似た副作用を経験し、通常の行動を休まなければならないこともあります。一回
目も二回目も副作用が起きる可能性がありますが、二回目の接種後の方が起きやすいです。 

接種後に注射跡の痛みや発熱、体の痛みなどがあれば、パラセタモール（paracetamol）やイブプロフ
ェン（ibuprofen）を服用してもかまいません。これらの薬は上記のいくつかの症状を緩和する助けにな
ります。（接種前に paracetamolや ibuprofenを服用する必要はありません。）注射跡が腫れていると
きは、冷湿布をしてもかまいません。 

Comirnaty接種後、ごく稀に起きたという報告がある副作用には、以下のようなものがあります。 

 重篤なアレルギー反応（アナフィラキシー） 
 

以下が該当する場合は、医療機関に相談してください。 

 アレルギー反応が疑われる場合。呼吸困難、喘鳴、心悸亢進、虚脱など、重篤なアレルギー

反応が見られるときは 000に電話して下さい。 

 副作用が疑われる場合や、これまでにない、あるいは思いがけない症状が見られる場合。 

 予測されていた副作用であっても、それが数日経っても引かない場合。  

緊急ではない症状の場合は、かかりつけの医療機関（GPなど）に相談することができます。 

ワクチン安全性監視と副作用の報告 

副作用の疑いがある場合は、ワクチン接種実施機関や他の医療機関に報告してください。報告を受け
た機関が、患者に代わって州政府等の保健省もしくは直接薬品・医薬品行政局（TGA）に通報します。 

自分で通報する場合は、TGAのウェブサイトにある COVID-19ワクチンの副作用が疑われる場合の
通報ページに行き、そこに掲載されてある手順に従ってください。  

接種後の COVID-19検査 

COVID-19ワクチンの副作用の中には、COVID-19の症状（たとえば発熱など）と似ているものがあり
ます。Comirnatyは生きたウイルスを含んでおらず、これにより COVID-19にかかることはありません。
以下が該当する場合であっても、COVID-19検査や隔離の必要は無いことがあります。 

 接種後 2日以内で発熱、頭痛、倦怠感といった一般的な症状があるが、  

 呼吸器系の症状（鼻水、咳、喉の痛み、嗅覚や味覚の喪失など）がない場合。  

いずれにしても、居住する州や地域における最新情報や現行ガイドラインに留意しましょう。居住する
地域で COVID-19の流行が発生すれば、こうした行動基準は変更になる可能性があります。ワクチン
接種とは無関係の理由（確定 COVID-19患者と近接接触があった場合等）により、COVID-19検査
が必要になることがあります。疑わしい場合は医療機関に相談してください。 

二回目の予約を忘れずに 

少なくとも三週間あけて再度 Comirnaty（ファイザー）ワクチン接種を受けることが重要です。二回目の
接種によって、COVID-19予防効果が持続することが期待されています。  

ワクチン接種にあたって提供した個人情報の取扱 

個人情報の収集、保管、取扱に関する情報は、以下のウェブサイトをご覧ください。 

https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations 

https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations


 

 

 

 

氏名：   

Medicare番号：             

COVID-19ワクチン接種同意書 
本同意書に署名する前に、接種予定のワクチン（AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンもしくは
Comirnaty（Pfizer社製））についての説明をよくお読みください。  

COVID-19ワクチンとは 

COVID-19ワクチン接種を受けた人は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）で病気になる確率が
低くなります。 

オーストラリアで使用されるワクチンには二種類あります。どちらも安全で、効果が確認されています。
50歳未満の成人には、いずれのワクチンも投与できますが、Comirnaty (Pfizer) ワクチンの方が
AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンよりも優先されます。  

接種は、同じブランドのワクチンを二回行います。最初の接種の時に、二回目の接種はいつになるか
言われます。 

医療専門家が COVID-19ワクチンを審査して安全性を確かめています。ほとんどの場合、副反応は
軽いものです。接種実施日に始まって、1～2日でおさまることが多いです。全てのワクチンと同様、希
少な、あるいは未知の副反応が起きる可能性もあります。  

非常に稀なケースとして、AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンの第一回目接種から 4～20日後に
血栓が生じる副反応が報告されています。AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンの第二回接種後や、
Comirnaty (Pfizer) ワクチン接種後には、同様の副反応は起こっていません。この非常に稀な症状を
起こす危険性について、より詳しくは、AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンに関するファクトシート
（Information on COVID-19 Vaccine AstraZeneca）をご覧ください。  

腕の痛み、頭痛、発熱、その他の副反応があるときは医療機関に相談してください。接種後一週間ほ
どの間に、SMSで体調はどうか尋ねる連絡があることがあります。 

接種した人でも COVID-19にかかる場合があります。接種を受けたとしても、州政府等が定めた
COVID-19感染予防策（以下を含む）は遵守しなければなりません。 

 対人距離の確保 – 少なくとも 1.5 メートル以上、間隔を空ける。 

 石鹸と流水で手洗い、もしくは手指消毒の励行。 

 マスク着用 

 体調が悪いときやインフルエンザのような症状がある場合は自宅から出ないで、COVID-19検
査を予約する。

https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-information-on-covid-19-astrazeneca-vaccine


 

    
氏名：  

Medicare番号：             

オーストラリア法に基づき、ワクチン接種実施者は詳細をオーストラリア予防接種記録に登録しなけれ
ばなりません。本人の予防接種記録は、以下のアカウントを通じてオンラインで確認することができま
す。 

 Medicare アカウント 

 MyGov アカウント 

 MyHealthRecord アカウント 

提供した個人情報の取扱 

個人情報の収集、保管、取扱に関する情報は、以下のウェブサイトをご覧ください。
www.health.gov.au/covid19-privacy. 

ワクチン接種当日の注意 

以下が該当する場合は、接種前に担当者に知らせてください。 

 以前接種した COVID-19ワクチンあるいは COVID-19ワクチンの成分、もしくはその他のワ

クチンや医薬品に対してアレルギー反応（特に、重篤なアレルギー反応であるアナフィラキシ

ー）を起こしたことがある場合。  

 免疫無防備状態の場合。これは、免疫システムが弱っていて、感染症などの病気にかかりや

すいことをいいます。  

 脳静脈洞血栓症（脳で起きる血栓症の一種）、もしくはヘパリン起因性血小板減少症（ヘパリ

ン療法において稀に発生する副作用）の既往症がある場合。  

は
い 

い
いえ 

 

  重篤なアレルギー（特にアナフィラキシー）がありますか？ 

  ワクチン接種後にアレルギー反応を起こしたことがありますか？ 

  マスト細胞障害がありますか？ 

  COVID-19に感染したことがありますか？ 

  出血障害がありますか？ 

  血液の凝固を防ぐ薬（抗凝固療法）を使っていますか？ 

  免疫システムの弱化（免疫無防備状態）がありますか？ 

  妊娠中ですか？ 

  せき、喉の痛み、発熱といった症状、もしくはそれ以外の体調不良がありますか？ 

  COVID-19ワクチンを接種したことがありますか？ 

  過去 14日以内に何らかの予防接種を受けましたか？ 

  AstraZeneca社製 COVID-19ワクチン接種対象者のみ*： 

  過去に脳静脈洞血栓症を起こしたことがありますか？  

  過去にヘパリン起因性血小板減少症を起こしたことがありますか？  

  50歳未満ですか？ 

 

http://www.health.gov.au/covid19-privacy


 

 

 

 

氏名：   

Medicare番号：             

* AstraZeneca社製 COVID-19ワクチンは、上記が該当する人であっても、自身のリスクと利益を勘案の上、希

望する人であれば受けることができます。より詳しい情報は、以下のファクトシートをご覧ください。‘Information 

on COVID-19 Vaccine AstraZeneca’  

患者情報 

氏名：   

Medicare番号：             

個別保険番号（Individual Health 

Identifier ＝ IHI）（持っている場合） 
 

生年月日：  

住所：  

電話連絡先：  

Eメール：  

性別：   

 

家庭で使う言語：  

出生国：  

アボリジニもしくはトレス海峡諸島人ですか？  

 はい、アボリジニのみ  

 はい、トレス海峡諸島人のみ  

 はい、アボリジニかつトレス海峡諸島人 

 いいえ 

 回答拒否 

 

緊急時連絡先：  

氏名：   

電話連絡先：   

COVID-19ワクチン接種に同意します。 

私は、COVID-19ワクチンに関する情報の提供を受け、理解しました。   

  私は、上記の条件が当てはまらないこと、あるいは、当該条件もしくは特殊条件についてかかり
つけの医療機関もしくはワクチン接種実施者に相談したことを確認します。 

私は COVID-19ワクチンを接種（同一のワクチンを二回接種）することに同意します。 

https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-information-on-covid-19-astrazeneca-vaccine
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-information-on-covid-19-astrazeneca-vaccine


 

 

 

 

氏名：   

Medicare番号：             

 

  私は患者の法的後見人ないし代諾者として、上記患者の COVID-19ワクチン接種に同意しま
す。 

後見人／代諾者氏名：  

後見人／代諾者署名：  

日付：   

接種実施者専用：  
第 1回: 

ワクチン接種日：  

接種時刻：  

接種した COVID-19ワクチンのブランド：  

バッチ番号：  

シリアル番号：  

ワクチン注射部位：  

ワクチン接種実施者名：  

 

第 2回: 

ワクチン接種日：  

接種時刻：  

接種した COVID-19ワクチンのブランド：  

バッチ番号：  

シリアル番号：  

ワクチン注射部位：  

ワクチン接種実施者名：  

最終更新日：2021年 4月 22日 

患者氏名：   

患者署名：   

日付：   
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