新型コロナウイルスワクチンに関するFAQ
長崎市ワクチン接種コールセンター

📞 ０１２０－０９５８２７（無料）

◆接種券や接種時期など、接種事業
に関すること

📞 ０５７０－０９５３５５（有料）

（受付：８時４５分～２０時 土日祝日も実施）
長崎県 コロナワクチンコールセンター

📞 ０１２０－７６４０６０

◆接種後の専門的ご相談（副反応等）

（受付：９時～２１時 土日祝日も実施）
～副反応など、専門的な相談に対応～

厚労省 新型コロナワクチンコールセンター

📞 ０１２０－７６１７７０

◆国の最新の情報が聞きたい方

（受付：９時～２１時 土日祝日も実施）

～ワクチンの有効性・安全性、接種の意義、政策など～
※赤字の部分を更新しています。

質問概要

回答

更新日

1 医療従事者等（3月8日より接種開始）
2 65歳以上の高齢者（令和3年度中に65歳に達する方）

1

2

どのような順番で接種を受けることになるのか。

いつから接種できるのか。

3
3
3
3

高齢者以外で基礎疾患を有する方
高齢者入所施設等で従事されている方
60～64歳の方
小中学校の教職員、保育士等
（保育所、認定こども園、幼稚園、放課後児童クラブ）
3 高齢者・障害者施設等の従事者
（入所、訪問、通所等のサービスをを行う事業所）
3 障害者施設入所者
6 それ以外（12歳以上）の方 ※12～15歳は検討中
医療従事者を3月8日から、次の順位である65歳以上の
高齢者のうち、重症化リスクが高く、要介護者も多い「特別
養護老人ホーム」に入所されている高齢者の方を4月12日
から優先的に接種を開始しております。
そのほかの高齢者につきましては、市民の方や医療機
関に混乱をきたさないように、年齢を区分して段階的に接
種を開始していきます。まず、85歳以上の方については、
5月24日から接種を開始いたします。75歳～84歳の方に
ついては、5月26日に接種券を発送し、接種券が届き次
第、予約が可能となります。また、70歳～74歳の方には6
月８日、65歳～69歳の方は6月10日に接種券を発送して
おり、その後予約のうえ接種することとなります。
16～64歳以下の方については、6月28日から接種券を発
送し、７月中旬頃までに接種券が届くよう調整する予定と
しております。（12～15歳は検討中のため、今回接種券も
今後検討）
なお、予約については、優先接種対象者の方は、接種券
が届き次第、優先的に予約ができます（ただし、個別接種
は7/20まで。集団接種は予約期限なし。）。それ以外の方
につきましては、現在調整中ですので、調整でき次第、長
崎市ホームページ等でお知らせいたします。
詳細については、接種券同封のチラシ、また、広報ながさ
きや市ホームページなどで情報を発信していきますのでご
確認ください。

7月7日

7月7日

質問概要

回答

更新日

85歳以上の方については、5月12日となります。
75歳～84歳の方については、5月26日に接種券を発送、
70歳～74歳の方には6月８日、65歳～69歳の方は6月10
日に接種券を発送しており、その後予約のうえ接種するこ
ととなります。
16～64歳以下の方については、6月28日から接種券を発
送し、７月中旬頃までに接種券が届くよう調整する予定と
しております。（12～15歳は検討中のため、今回接種券も
今後検討）
なお、予約については、優先接種対象者の方は、接種券
が届き次第、優先的に予約ができます（ただし、個別接種
は7/20まで。集団接種は予約期限なし。）。それ以外の方
につきましては、現在調整中ですので、調整でき次第、長
崎市ホームページ等でお知らせいたします。
詳細については、接種券同封のチラシ、また、広報ながさ
きや市ホームページなどで情報を発信していきますのでご
確認ください。

7月7日

対象者は。

ファイザー社のワクチンは、12歳未満の人に対する有効
性・安全性がまだ明らかになっていないため、12歳以上の
方が対象となりますが、12歳から15歳の方については、現
在検討中です。

6月19日

必ず受けないといけないのか。

しっかりと情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同
意がある場合に限り、接種を行うことになります。
受ける方の同意なく、接種が行われることはありませ
ん。また、ワクチン接種の有無により差別をすることはあっ
てはなりません。

6月19日

どこでワクチン接種できるのか。

市内の医療機関と、市内８か所（8/7から２か所に縮小
予定）での集団接種会場で接種を受けることができますの
で、詳細については、広報ながさきや市ホームページなど
でご確認ください。

7月7日

医療機関一覧の中に、かかりつけの病院が載っ
ていないのですが、接種できないのでしょうか。

かかりつけの医療機関がある場合は、事前にかかりつ
け医にご相談ください。かかりつけの医療機関が接種を
行っていない場合は、接種を行っている医療機関、また
は、市内８か所（8/7から２か所に縮小予定）の集団接種を
ご利用ください。詳細はホームページなどでご確認くださ
い。

7月7日

8

申請が必要か。

住民基本台帳に記載されている方に接種券を郵送する
予定です。
ただし、住民票のある市区町村以外で接種を受ける際
は、申請が必要な場合があります。

3月18日

9

接種費用はいくらか。

予約開始はいつからか。
3

4

5

6

7

10

また、接種券はいつ届くか。

接種するワクチンは選べるのか。

無料です。
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。

2月19日

2月19日

質問概要

回答

更新日

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。

11

変異株の新型コロナウイルスにも効果はあるの
か。

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。

3月11日

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、国の方で引き続き
様々な情報を収集しつつ、適切に有効性、安全性等が確
認されることとなっています。

12

13

副反応がありますか。

副反応が起きた場合の補償はどうなっているの
か。

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋
肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。
また、ごくまれに起こる重大な副反応として、アナフィラキ
シーがあります。
接種後気になる症状を認めた場合は、接種医あるいは
かかりつけ医に相談をお願いします。
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。

2月19日

1月19日

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。

14

マイナンバーカードを持っていないとワクチン接種 マイナンバーカードをお持ちでなくても接種は受けられま
を受けられないのか。
す。

1月19日

15

かかりません。
「コロナのワクチンを打つために予約金を支払って
予約金の支払いを要求する電話があっても、絶対に支払
ください」という電話があったが、予約金がかかる
わないでください。
のか。
ワクチン接種は無料です。

1月24日

16

長期入院、長期入所している方や、単身赴任の方、遠隔
地に下宿している学生など、やむを得ない事情がある場
住民票を長崎市に置いたまま県外（市外）に居住
合には、住所地外での接種は可能です。現在お住いの市
している場合はどこで接種するのか。
町村のワクチン接種窓口へ連絡して手続きを受けてくださ
い。

2月15日

17

長期入院、長期入所している方や、単身赴任の方、遠隔
地に下宿している学生など、やむを得ない事情がある場
合には、住所地外での接種は可能です。手続きが必要で
すので、市が設置するコールセンター（📞0120-095827
📞0570-095355）までご連絡をお願いします。

6月19日

住民票は長崎市に置いていないが、長崎市で接
種できないのか。

質問概要

回答

更新日

18

長与町に住んでいて、かかりつけ医が長崎市内
にあるが接種はできないのか。

基礎疾患をお持ちの場合で、かかりつけ医の医療機関が
ワクチン接種を実施している場合は、接種可能ですので
かかりつけ医へ直接予約してください。住所地外接種届
出の申請は不要です。
ただし、長崎市が実施している接種の対象年齢に該当し
ていることが条件になります。
接種の対象年齢等については、ホームページやコールセ
ンターでご確認ください。

19

接種券をなくした場合はどうすればよいか。

市が設置するコールセンター（📞0120-095827 📞0570095355）までご連絡をお願いします。

6月19日

ワクチンを接種した後も、マスクは必要ですか。

ワクチン接種を受けた方は、新型コロナウイルス感染症
の発症を予防できると期待されていますが、ワクチン接種
を受けた方から他人への感染をどの程度予防できるかは
まだ分かっていません。
また、ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、すぐ
に多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチ
ンを受けた方も受けていない方も、共に社会生活を営んで
いくことになります。
このため、引き続き、皆さまに感染予防対策を継続して
いただくようお願いします。 具体的には、「３つの密※」の
回避、マスクの着用、石けんによる手洗いやアルコールに
よる手指の消毒の励行などをお願いします。

3月9日

20

21

22

ワクチンの廃棄をできる限り減らし、その有効な利用を
図るため、予約等のキャンセルが発生した場合は次の順
番で対応を行います。
① 予約待ちの高齢者、後日予約済みの高齢者の前倒し
② 医療従事者等（当該医療機関の医療従事者及び近隣
予約のキャンセルなどでワクチンが余ったらどうな
の薬局従事者等）
るのですか。
③ 当該医療機関の患者等（高齢者等）
④ その他の医療従事者等（救急隊員、保健所職員等）
⑤ 近隣の保育所・幼稚園等の従事者、学校の教職員
⑥ 近隣の事業所の従事者など

一番早くて19日後に接種を受けられますが、それより前
には受けることができません。3週間を超えた場合、できる
だけ早く2回目の接種を受けてください。
ファイザー社のワクチンは、標準として、1回目から3週間
後（3週間後の同じ曜日）に2回目を接種することになって
います。
一番早くて19日後（木曜日に1回目の接種を受けた場合、
ファイザー社のワクチンは、通常、1回目から3週 3週間後の火曜日）に接種を受けられますが、それより前
間後に2回目を接種することになっていますが、ど には受けることができません。
のくらいずれても大丈夫ですか。
1回目の接種から3週間を超えた場合、できるだけ早く2回
目の接種を受けてください。
なお、3週間を超えても、接種を1回目からやり直す必要
はありません。接種間隔が3週間を超えた場合の効果は
十分に検証されていませんが、WHO、米国や、EUの一部
の国では、3週間を超えた場合でも、1回目から6週間後ま
でに2回目を接種することを目安として示していますので、
こうした目安も参考になると考えられます。

5月3日

5月29日

6月2日

