
コロナワクチンに関するＱ＆Ａ （Ｒ３.６.２３現在） 

よくある質問 (厚生労働省より一部抜粋) 

Ｑ１ ワクチン，予防接種とは何ですか？                        

一般的に，感染症にかかると，原因となる病原体（ウイルスや細菌など）に対する「免疫」（抵

抗力）ができます。免疫ができることで，その感染症に再びかかりにくくなったり，かかっても

症状が軽くなったりするようになります。 

 予防接種とは，このような体の仕組みを使って病気に対する免疫をつけたり，免疫を強くする

ために，ワクチンを接種することをいいます。 

 

Ｑ２ 日本の新型コロナワクチン接種はどうなりますか？                  

ファイザー社，モデルナ社，アストラゼネカ社などが，ワクチン開発を手掛けています。試験

の結果，ワクチンを投与された人の方が，投与されていない人よりも，新型コロナウイルス感染

症を発症した人が少なかったと発表されています。 

 日本政府は，これらの製薬企業 3 社から合計で 2 億 9,000 万回分の供給を受けることにつ

いて合意をしています。1 人に 2回接種を行うとした場合 1億 4,500万人分となります。 

 また，ワクチンが国内で承認され，供給できる準備が整った際に，出来るだけ早く，国民の皆

さまにワクチンを提供できるよう準備しています。接種を希望される方々は，無料で受けること

ができます。 

 一方で，全国民分のワクチンを一度には確保できず，徐々に供給が行われることになります。

このため，一定の接種順位を決めて，接種を行っていく見込みです。 

 

Ｑ３ 新型コロナワクチンの効果(発症予防，持続期間)はどうなりますか？                  

 現在，国内外で新型コロナワクチンの開発が進められ，新型コロナワクチンの効果や安全性等

については確認されているところです。 

 また，ファイザー社，モデルナ社，アストラゼネカ社は，開発中のワクチンを投与した人の方

が，投与していない人よりも，新型コロナウイルス感染症に発症した人が少ないとの結果又は中

間結果が得られたと発表しています。 

 臨床試験や接種が始まってから時間があまり経過していないことから，効果の持続期間につい

ては明らかになっていません。今後の情報が明らかになるのを待つ必要があります。 

 

Ｑ４ 変異株の新型コロナウイルスにも効果はありますか？              

一般論として，ウイルスは絶えず変異をおこしていくもので，小さな変異でワクチンの効果が

なくなるというわけではありません。 

 また，ファイザー社のワクチンでは，変異株の新型コロナウイルスにも作用する抗体がつくら

れた，といった実験結果も発表されています。 

 承認申請がなされた新型コロナワクチンの審査に当たっては，変異株に関する情報も含め，引

き続き様々な情報を収集しつつ，適切に有効性，安全性等を確認してまいります。 



Ｑ５ 副反応にはどのようなものがありますか？                  

現在，開発中の新型コロナワクチンの副反応については，どのようなものが起こりうるか確認

されているところです。 

 日本への供給を計画している海外のワクチン（ファイザー社，アストラゼネカ社，モデルナ社，

ノババックス社が開発中のワクチン）では，ワクチン接種後に，ワクチン接種と因果関係がない

ものも含めて，接種部位の痛みや，頭痛･倦怠感･筋肉痛等の有害な事象がみられたことが論文等

に発表されています。 

また海外で既に実施されている予防接種においては，まれな頻度でアナフィラキシー（急性ア

レルギー反応）が発生したことが報告されています。もし，アナフィラキシーが起きたときには，

接種会場や医療機関ですぐに治療を行うことになります。 

 

Ｑ６ 副反応が起きた場合の補償はどうなっていますか？                

一般的に，ワクチン接種では，副反応による健康被害（病気になったり障害が残ったりするこ

と）が，極めて稀ではあるものの避けることができないことから，救済制度が設けられています。 

 救済制度では，予防接種によって健康被害が生じ，医療機関での治療が必要になったり，障害

が残ったりした場合に，予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても，健康被害が生じた場合には，予防接種法に基づく救済を

受けることができます。 

 

Ｑ７ ワクチンの安全確保のため，どのような取組みをしていますか？                  

現在，開発中の新型コロナウイルス感染症のワクチンの副反応については国内外の臨床試験等

でどのようなものが起こりうるか確認されているところです。 

 臨床試験では，有効性・安全性等に関するデータを収集するため，健康な方や患者さんに協力

してもらい，開発中のワクチンを実際にヒトに投与して試験します。 

 その後，臨床試験の結果などに基づいて，ワクチンの有効性・安全性，品質についての審査が

行われ，ワクチンが承認されます。 

 また，ワクチンの接種が開始された場合には，副反応を疑う事例を収集し，専門家による評価

を行います。こうした結果を公表するなどして，安全性に関する情報提供などを行なっていきま

す。 

 

Ｑ８ 接種するワクチンは選べますか？                       

接種を受ける時期に供給されているワクチンを接種することになります。 

また，複数のワクチンが供給されている場合も，2 回目の接種では，1 回目に接種したワクチ

ンと同じ種類のワクチンを接種する必要があります。 

 

 

 

 



ワクチン接種 

Ｑ１ 必ず接種を受けないといけないのか？                    

接種を受けることは強制ではありません。接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行わ

れます。 

 予防接種を受ける方には，予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について

理解した上で，自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく，接種が行わ

れることはありません。 

 職場や周りの方などに接種を強制したり，接種を受けていない人に差別的な扱いをすることの

ないようお願いいたします。 

 

Ｑ２ 何回接種するのか？                           

現在，供給予定のワクチンについては，2 回接種です。 

 

Ｑ３ 接種の間隔は？                                 

ワクチンの種類によって異なります。 

現在，薬事承認されているファイザー社製ワクチンの接種間隔は概ね 3 週間です。 

１回目の接種から３週間後の同じ曜日・会場で２回目の接種を必ず受けてください。 

 

Ｑ４ 1回目と 2回目で別のワクチンは接種できるのか？                            

できません。必ず同じ種類のワクチンで接種してください。 

 

Ｑ５ 接種費用はかかるのか？                         

全額公費のため，費用はかかりません。 

 

Ｑ６ 接種はどのような流れになるのか？                      

【集団接種を希望する方】 

気仙沼市から接種券，予診票が届く→集団接種の実施日，受付時間等の案内が届く→予約をす

る（1 回目の予約と一緒に３週間後の同じ曜日・会場で２回目の予約を取ります）→（1 回目）

接種を受ける→（2回目）接種を受ける という流れなります。 

65 歳以上の方の接種券，予診票は 4月末に送付済みです。集団接種の実施日，受付時間等は

新聞等にて対象者へご案内しています。 

12～64 歳の方の接種券，予診票は６月 30 日から送付いたします。接種の実施日程や会場

等については，市ホームページ等でご確認ください。 

【個別接種を希望する方】 

一部の市内医療機関で実施しています。 

 

 

 



Ｑ７ 接種を受けるにあたり注意が必要な人は？                 

一般に，以下の方は，ワクチンを受けるに当たって注意が必要です。ご自身が当てはまると思

われる方は，ワクチンを受けても良いか，医師にご相談ください。 

○過去に免疫不全の診断を受けた人，近親者に先天性免疫不全症の方がいる方 

○心臓，腎臓，肝臓，血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方 

○過去に予防接種を受けて接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方 

○過去にけいれんを起こしたことがある方 

○ワクチンの成分に対して，アレルギーが起こるおそれがある方 

また，新型コロナワクチンは筋肉内に注射することから，抗凝固療法を受けている人，血小板

減少症または凝固障害のある方は，接種後の出血に注意が必要とされています。 

 

 

接種対象者 

Ｑ１ 気仙沼市の接種対象者は？                        

接種を受ける日に気仙沼市の住民基本台帳に記録されている方です。（住民登録のある外国人

住民を含む） 

 

Ｑ２ 気仙沼市に住所を置いていない場合は？                      

原則，住民票を置いている市町村での接種となります。ただし，長期入院患者や遠方からの下

宿生等，ご事情がある場合については，気仙沼市での接種が可能となります。（申請が必要な場

合がありますので，事前にお問い合わせください。） 

 

Ｑ３ 気仙沼市に住民票を置いているが，他の市町村に住んでいる場合は？                      

国が示した以下の項目に当てはまれば，他の市町村でも接種可能です。 

（申請が必要な場合がありますので，お住いの市町村へお問い合わせください） 

○出産のために里帰りしている妊産婦 

○遠隔地へ下宿している学生 

○他の市町村での入院・入所者 

○基礎疾患を持っており，他の市町村の主治医のもとで接種を受ける場合 

○災害による被害を受け，他の市町村に住んでいるもの 

○拘留また留置されているもの，受刑者 

○その他市町村がやむを得ない事情があると認めるもの 

 

Ｑ４ １回目を気仙沼市で接種した後，他の市町村に引っ越した場合は？                        

転出先の市町村で接種していただきます。ただし，1 回目に受けたワクチンと同じ種類のワク

チンの接種が必要となります。接種の詳細については，転出先の市町村にご確認ください。 

 

 



Ｑ５ 何歳から接種可能か？                             

現在，薬事承認されているファイザー社製ワクチンは 12歳以上，武田・モデルナ社製ワクチ

ンは 18歳以上です。 

 

Ｑ６ 妊娠中や授乳中の方はワクチンを受けられるのか？                        

妊娠中，授乳中の方も，新型コロナワクチンを受けることができますが，必ず医師にご相談く

ださい。 

 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には，海外の実使用経験などから現時点で特段の懸念

が認められているわけではありませんが，安全性に関するデータが限られていることから，接種

のメリットとデメリットをよく検討して接種を判断していただくこととしています。 

 また，授乳中の女性については，現時点で特段の懸念が認められているわけではなく，海外で

も接種の対象とされています。 

 

 

優先順位 

Ｑ１ 接種の優先順位は？                             

1. 医療従事者 

2 .65 歳以上の高齢者 

3. 高齢者施設等の従事者や基礎疾患のある方 

4. 上記以外の方 

 

Ｑ２ 高齢者とは？                               

昭和 32年 4月 1 日以前に生まれた方となります。 

（令和 4 年 3 月 31日時点で 65歳の方） 

 

Ｑ３ 医療従事者とは？                              

病院，診療所において，新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者も含む）に頻繁に接する機

会のある医師その他の職員です。 

また歯科医や感染患者に接する機会のある救急隊員や保健所職員等も含まれます。 

 

Ｑ４ 高齢者施設等の従事者とは？                         

介護保険施設，居住系介護サービス，高齢者が入所・入居する老人福祉法による老人福祉施設，

障害者総合支援法による障害者支援施設等及びその他の社会福祉法等による施設の従事者です。 

 

 

 

 

 



Ｑ５ 基礎疾患を有する者とは？                             

1.以下の病気や状態の方で，通院又は入院している方 

・慢性の呼吸器の病気   ・慢性の心臓病（高血圧を含む。） 

・慢性の腎臓病      ・慢性の肝臓病（肝硬変等） 

・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病 

・血液の病気（ただし，鉄欠乏性貧血を除く。） 

・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。） 

・ステロイドなど，免疫の機能を低下させる治療を受けている 

・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障がい等） 

・染色体異常 

・重症心身障がい（重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態） 

・睡眠時無呼吸症候群 

・重い精神疾患(精神疾患のため入院している、精神障害保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精

神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合） 

2.基準（BMI30 以上）を満たす肥満の方 

※BMI＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長(m） 

※BMI30 の目安：身長 170 ㎝で体重 87 ㎏，身長 160 ㎝で体重 77 ㎏ 

 

Ｑ６ 基礎疾患を有することを証明するために診断書は必要か？                          

診断書等は必要ありません。予診票に記載していただき，接種前の問診で病気や治療の状況な

どを確認します。 

 

Ｑ７ なぜ優先順位があるのか？                          

ワクチンの量が限られているため，まず，重症化リスクの高い方に接種することで，重症者や

死亡者を減らすことが期待されます。また，医療提供体制を守ることも大切であるため，優先順

位が設けられています。 

 

 

接種の時期 

Ｑ１ 接種はいつごろから始まるのか？                          

優先順位に従って順次開始します。 

令和３年３月中旬～：市内医療従事者への接種開始 

５月 10日の週以降：65 歳以上の高齢者施設・障害者施設入所者・従事者への接種開始 

５月 25日～：65歳以上の集団接種，個別接種開始 

７月 11日～：60～64歳の方の集団接種，個別接種開始 

調整中：12～59 歳の方の接種開始 

上記の対象者以外の接種スケジュールについては，決まり次第お知らせします。 



Ｑ２ 接種優先時期に受けなかった場合,その後受けることができないのか？      

優先時期を過ぎても接種は可能です。 

 

 

接種会場 

Ｑ１ 接種会場はどこか？                             

現在，実施している高齢者の集団接種会場は，「気仙沼市総合体育館」，「ワン・テン市民交流

センター」，「市民健康管理センターすこやか」，「唐桑保健福祉センター燦さん館」，「本吉保健福

祉センターいこい」の 5会場です。 

詳しくは，個別通知，市ホームページ等をご確認ください。 

 

Ｑ２ 家の近くの病院・診療所で接種はできないのか？                

一部の市内医療機関で実施しています。 

かかりつけ医に直接お問い合わせください。 

 

Ｑ３ 集団接種会場までどうやって行けば良いのか？                  

自家用車，ご家族の送迎，公共交通機関でお越しください。 

高齢者の集団接種会場までの移動が困難な方への支援については，送迎支援を実施しています。 

詳しくは，個別通知，市ホームページ等をご確認ください。           

 

 

予約(集団接種) 

Ｑ１ 予約はどのようにすれば良いのか？                       

気仙沼市コールセンターへ電話予約またはインターネット予約にて受け付けています。 

１回目の接種の予約と一緒に，３週間後の同じ曜日・会場で２回目の予約を取ります。 

 

Ｑ２ 予約はいつからできるのか？                          

現在，高齢者の集団接種の予約を受け付けています。 

60～64 歳の方の集団接種の予約受付は 7 月５日（月曜日）午前９時から開始します。 

ワクチン接種に関する問合せ・相談も引き続き気仙沼市コールセンターで受け付けています。 

詳しくは，個別通知，市ホームページ等をご確認ください。           

 

Ｑ３ 予約しないと接種できないのか？                       

ワクチンの個数管理が必要となるため，完全予約制です。 

 

 

 

 



接種券 

Ｑ１ 接種券とは？                                

新型コロナワクチン接種に必要となるものです。シール形式になっています。 

 廃棄せず，また，台紙から切り離すことなく保管してください。 

 

Ｑ２ 接種券はいつ届くのか？                           

 優先順位に基づき送付されます。 

65 歳以上の高齢者の方へは 4月末に送付済みです。 

 12～64歳の方へは６月 30 日から送付いたします。 

 

Ｑ３ 接種券はどのように市から送付されるのか？                             

接種対象者に，個別で郵送されます。  

 

Ｑ４ 他の人の接種券は使えるのか？                          

他の人の接種券を使うことはできません。 

接種券の番号により本人照合されます。 

 

Ｑ５ 接種券は何枚届くのか？                           

1 枚のみです。 

1 枚の接種券に，2 回接種を受ける分のシールがついています。 

 

Ｑ６ １回目の接種後に気仙沼市から転出した場合,2回目はどうすればよいか？                           

転入先の市町村へ転入届を提出すると，転入先の市町村から新しく接種券が発行されます。 

前市町村で接種した 1 回目の接種済証明書は保管し，2回目の接種券は破棄してください。 

 

 

接種当日 

Ｑ１ 接種当日は何をもっていけばよいのか？                            

接種当日に用意，ご持参いただきたくものは以下のとおりです。 

○接種券（台紙から切り離さずにお持ちください） 

 ○予診票（接種券に同封）  

※予診票は，あらかじめ事前に必要項目を記入してから接種会場へお越しください。 

○お薬手帳（お持ちの方） 

○上履き（燦さん館で接種する方のみ） 

接種当日は，半袖シャツ，半袖の肌着，前開きの服など「肩を出しやすい服装」でお越しくだ

さい。 

 

 

 



Ｑ２ 接種券を忘れた場合は？                             

接種券をお持ちでない方は，接種を受けることはできません。 

 

Ｑ３ 接種を受ける前に気を付けることはあるか？                  

原則としてワクチン接種は体調が良い時に受けてください。いつもと様子や体調が違う，何と

なく調子が悪いという時，また，医薬品でアレルギー反応の経験のある方，食物アレルギーやア

レルギー疾患のある方，予防接種そのものに対して緊張する方，注射針や痛みに対して不安があ

る方は必ず医師に相談しましょう。 

 

Ｑ４ 接種を受けた後に気を付けることはあるか？                            

ファイザー社製及び武田／モデルナ社ワクチンを接種した場合 

ワクチン接種後，15 分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こした

ことがある方や，気分が悪くなったり，失神等を起こしたことがある方は 30 分以上），接種を

受けた施設でお待ちいただき，体調に異常を感じた場合は，速やかに医師へ連絡してください。

（急に起こる副反応に対応できます。） 

注射した部分は清潔に保つようにし，接種当日の入浴は問題ありませんが，注射した部分はこ

すらないようにしてください。 

当日の激しい運動や過度の飲酒などは控えてください。 

 

Ｑ５ 体調不良の場合は？                                

一般に，以下の方は，ワクチンを受けることができません。ご自身が当てはまると思われる方

は，ワクチンを受けても良いか，医師にご相談ください。 

○明らかに発熱している方（※1） 

○重い急性疾患にかかっている方 

○ワクチンの成分に対し，アナフィラキシーなど重度の過敏症（※2）の既往歴のある方 

○上記以外で，予防接種を受けることが不適当な状態にある方 

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし，37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発

熱と判断される場合はこの限りではありません。 

（※2）アナフィラキシーや，全身性の皮膚・粘膜症状，喘鳴，呼吸困難，頻脈，血圧低下等，アナフィラキシ

ーを疑わせる複数の症状。 


