
○ 令和4年3月から5歳から11歳の方も新型コロナワクチンの接種を受けられるよう
になり、令和4年9月からは ようになりました。

○ 国内の新型コロナ感染者全体に占める子どもの割合は増えており、オミクロン
株の流行下で小児の重症者数が増加傾向にあります。

ワクチン接種のメリットとリスクを十分理解いた
だき、ワクチンを受けるか、お子様と一緒にご検討ください。
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◆ 新型コロナワクチンを受けることで、
。小児についても一定の科学的知見が得られたことから、令和4年9月より、

小児のワクチン接種について が適用されました。

◆ 3回目接種（追加接種）は、近い年齢（12〜15歳）の子どもにおいて、
と報告されてい

ます。

◎ 子どもへのワクチン接種は効果があるの？

発症予防効果（イメージ）

米国 シンガポール

感染予防効果 31％ 36.8％

入院予防効果 68％ 82.7％

諸外国の科学的知見（参考）

※上記数値は、オミクロン株流行期における5〜11歳
のワクチン2回接種の効果を示しています。

出典：「新型コロナワクチン接種(3回目)のお知らせ」厚生労働省 出典：「新型コロナワクチンQ&A」厚生労働省

新型コロナとインフルエンザ。これからの季節、ど
ちらの病気も流行する恐れがあります。どちらも高い
熱が出て、喉が痛くなって、咳が出て、大人も子供も
つらい症状が出ます。

新型コロナのワクチン接種を受けると、接種後しば
らくはひどい症状が出る危険を1/3以下に下げること
が出来ます。接種部位が痛くなったりだるくなったり
するワクチンですが、これは免疫を得るために避けて
通れない生体反応。実際に罹患したときに症状が軽く
て済むなら、接種を受ける選択は大いにあり、だと思
います。今年はインフルエンザのワクチン接種を一緒
に受けることも可能です。昨年より接種を受けやすく
なっていますので､是非両方のワクチン接種を受けて
いただきたいと思います。わが家では大人も子供も接
種を受けています。

私はワクチンは｢シートベルトのようなもの｣と説明
しています。｢シートベルト｣は子供にとっては自由に
動けないし、うまくつけないと危険が伴います。しか
しごくまれに起きる子供の入院や死亡を減らします。

COVID-19は、子供がかかっても重症化は少ないと
されています。日本では2022年1月から8月までに300
人の中等症以上のこどもの感染例が報告されています。
アメリカではオミクロン株による入院の30%はもとも
と病気のない子供におきました。ワクチンは大人に比
べて少ないですが熱が出たり痛かったりします。しか
しごくまれに起きる子供の入院や死亡を減らします。
私は私の三人の子供に説明し、皆ワクチンを打ちまし
た。皆さんもリーフレットの情報などを参考にして自
分たちの子供と話し合い、COVID-19ワクチン（イン
フルエンザも！）の接種を検討してください。



ファイザー社製ワクチン

◎子どもにワクチンを接種しても大丈夫？

◆ 12歳以上の方と同様、接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等、様々な症状が
臨床試験で確認されています。

◆ ほとんどが軽症または中等度で、現在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判断されています。

○接種後、すぐに現れる可能性がある症状について
◆ アナフィラキシーや血管迷走神経反射（ワクチン接種に対する緊張感や、強い痛

みをきっかけに立ちくらみがしたり、血の気が引いて気を失うこと）が現れる可能
性があります。そのため、接種後は15分程度接種会場で座って健康観察を行います。

◎ 県内のコロナワクチン接種状況や感染状況は？

年代 5～
11歳

12～
19歳

20代 30代 40代 50代 60歳
以上

人口 44,988 58,785 76,955 81,197 106,978 114,157 305,895

１
回
目

接種人数 9,198 44,719 65,856 67,145 89,910 103,803 287,434

接種割合 20.4% 76.1% 85.6% 82.7% 84.0% 90.9% 94.0%

２
回
目

接種人数 8,895 44,353 65,425 66,816 89,504 103,502 286,779

接種割合 19.8% 75.4% 85.0% 82.3% 83.7% 90.7% 93.8%

年代 10歳
未満

10代 20代 30代 40代 50代 60歳
以上

陽性者数 14,200 13,921 13,982 14,041 13,989 10,381 14,659

割合 14.9% 14.6% 14.7% 14.8% 14.7% 10.9% 15.4%

重症者 1 0 1 0 0 0 1

中等症 37 29 22 34 53 83 740

軽症 13,127 13,173 13,252 13,198 13,053 9,659 12,465

無症状 1,023 663 599 723 808 550 1,311

(人） R4.9月26日現在

(人） R4.10月11日現在

※症状別人数は調査時点が異なるため、陽性者数とずれがあります



★守ってほしい、大切なこと★
ワクチンを早く受けている人や、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、絶対にあって
はなりません。

ファイザー社製ワクチン

副反応疑い うち重篤報告数 うち死亡報告数

5～11歳 119 30 1

12～19歳 1,313 402 8

20～30代 9,324 1,271 48

40～50代 10,966 1,652 112

60代以上 7,794 3,307 1,096

不明 30 6 1

合計 29,546 6,668 1,266

※令和4年10月7日 厚生科学審議会資料を基に作成
※接種開始日（R3.2.17)以降の累計報告件数
※年齢は接種時点又は発症時点の年齢。
※推定接種回数 241,061,510回（小児含む）

○国内における新型コロナワクチンの副反応疑いについて

◆ 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。米国では12
〜17歳の男子に比べ5〜11歳の男子の方が心筋炎が報告される割合が低いとされていま
す。

◆ 接種後４日程度の間にお子様に胸の痛み、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。

◆ 心筋炎は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

ファイザー社製ワ
クチン

ファイザー社製ワ
クチン ５～11歳用

アナフィラキシー 2,760 9

心筋炎 134 6

心膜炎 46 2

国内のワクチン接種後の心筋炎・心膜炎疑い報告
（令和4年10月7日 厚生科学審議会資料を基に作成）

副反応疑いとは、ワクチン接種後に起こった健康上好ましくない出来事のすべて
について医療機関から報告があったものです。ワクチンが原因ではない（因果関係
のない）事象も多く含まれている可能性があります。

発現割合 症状
５０％以上 接種部位の痛み、疲労
１０〜５０％ 頭痛、注射した部分の発赤や腫れ、筋肉痛、悪寒
１〜１０％ 下痢、発熱、関節痛、嘔吐

○接種後、数日以内に現れる症状について

出典：「新型コロナワクチンQ&A」厚生労働省

小児科医の詳しい
説明を聞いてみよう



◎子どもへの接種についての相談先は？

● 土日祝日含む毎日 9:00〜24:00まで（0:00〜9:00は音声案内）
● 専門的な知識を有する看護師が相談に応じます。
● がいこくご での そうだん（in foreign language） TEL 092-687-5164

● 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるもの
の、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。

● 万が一、ワクチン接種を受けた方に健康被害が生じ、ワクチンの接種による健康被
害と認められた場合には、予防接種法に基づく救済制度による給付が行われます。

● 予防接種を受けたときに住⺠票の登録していた市町村にご相談ください。

山梨県ワクチン接種検討会監修
◎このリーフレットに関するお問い合わせ先

山梨県感染症対策センター新型コロナウイルス対策グループ tel 055-223-1641

市町村 名称 対応日時 電話番号
甲府市 甲府市新型コロナワクチン接種コールセンター 月〜⾦ 8:30ー17:15 0120-327-198

富士吉田市 富士吉田市新型コロナワクチン接種推進室 月〜⾦ 8:30ー17:15 0555-22-1111

都留市 都留市ワクチン接種コールセンター 月〜⾦ 9:00ー17:00 0570-200-759

山梨市 山梨市新型コロナワクチン接種コールセンター 月〜⾦ 9:00ー17:00 0120-367-241

大月市 大月市役所 子育て健康課 月〜⾦ 9:00ー17:00 0554-23-8038

韮崎市 韮崎市新型コロナワクチン接種コールセンター 平日 8:30ー17:15 0570-067489

南アルプス市 南アルプス市役所 保健福祉部 健康増進課 月〜⾦(祝祭日・年末年始除く) 8:30ー17:15 055-284-6000

北杜市 北杜市役所 福祉保健部 新型コロナ対策課 月〜⾦ 8:30ー17:15 0551-42-1337

甲斐市新型コロナワクチン専用コールセンター 平日のみ 8:30ー17:15 055-267-7234

甲斐市役所 子育て健康部 健康増進課 平日のみ 8:30ー17:15 055-278-1694

笛吹市 笛吹市新型コロナワクチン予約相談窓口（コールセンター） 月〜⾦ 9:30ー16:30 055-267-6678

上野原市 上野原市新型コロナウイルスワクチン一般電話相談窓口 月〜⾦ 9:00ー17:00 0554-21-9606

甲州市新型コロナワクチン接種コールセンター 月〜⾦ 9:00ー17:00 0553-33-7813

甲州市新型コロナワクチン接種健康相談ダイヤル 月〜⾦ 9:00ー17:00 0553-33-7812

中央市 中央市新型コロナワクチン接種コールセンター 月〜⾦ 8:30ー17:00 055-274-8588

市川三郷町 市川三郷町役場いきいき健康課ワクチン接種係 平日のみ  9:00ー17:00 0556-42-7173

早川町 早川町役場 福祉保健課 月〜⾦ 8:30ー17:15 0556-45-2363

身延町 身延町役場 福祉保健課 月〜⾦ 8:30ー17:15 0556-20-4611

南部町 南部町コロナワクチン専用ダイヤル 平日 8:30ー17:00 0556(64)8166

富士川町 富士川町新型コロナワクチン接種コールセンター 月〜⾦ 8:30ー16:30 0556-42-8018

昭和町 昭和町役場 いきいき健康課 月〜⾦ 8:30ー17:15 055-275-8785

道志村 道志村役場 住⺠健康課 月〜⾦ 9:00ー17:00 0554-52-2113

⻄桂町 ⻄桂町新型コロナワクチンコールセンター 月〜⾦（祝日除く） 9:00ー17:00 0555-25-6611

忍野村 忍野村新型コロナワクチン相談ダイヤル 月〜⾦ 9:00ー17:00 0555-73-8233

山中湖村 山中湖村新型コロナワクチンコールセンター 月〜⾦（祝祭日を除く） 8:30ー17:15 0555-28-5320

鳴沢村 鳴沢村役場 福祉保健課 月〜⾦ 9:00ー17:00 0555-85-3081

富士河口湖町 富士河口湖町役場 健康増進課 月〜⾦ 8:30ー17:15 0555-72-6037

小菅村 小菅村役場 住⺠課 月〜⾦ 9:00ー17:00 0428-87-0111

丹波山村 丹波山村役場 住⺠生活課 月〜⾦ 9:00ー17:00 0428-88-0211

甲斐市

甲州市


