
新型コロナウイルスワクチンに関するFAQ

※赤字の部分を更新しています。

質問概要 回答 更新日

1 対象者は。(1、2回目）
　（1回目・2回目）接種の対象は、接種の日に生後6か月以上の方です。このため、生
後6か月に満たない方は、新型コロナワクチンの接種の対象にはなりません。

R4.12

2 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。

R3.6

3 どこでワクチン接種できるのか。
　市内の医療機関と、長崎市が開設する集団接種会場、で接種を受けることができま
すので、詳細については、市ホームページやワクチンコールセンターなどでご確認く
ださい。

R5.4

4
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、長崎市が開設する集団接種、長崎県新型コロナワクチン接種センター（長崎県
庁）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。

R4.12

5
生後6か月から接種が可能になりましたが、子ども
に接種させるかどうか迷っています。

接種券には、ワクチン接種についてのお子様と保護者の方向けのパンフレットを同封
しております。接種につきましては、かかりつけ医がある場合はまずかかりつけ医に
ご相談ください。

また、乳幼児・小児へのワクチン接種に関して疑問や不安がある場合の相談窓口とし
て、県において、下記のとおり相談センターを設置しています。

電話番号　0120-764-060（フリーダイヤル）

FAX番号　0800-080-6976（フリーダイヤル）

受付時間　24時間対応（土日祝日含む）

対応内容　小児ワクチン接種にかかる疑問や副反応等への不安、その他医療的な
相談

集団接種会場での接種を希望される場合は、事前にかかりつけ医にご相談ください。
接種の際は、子どもさんの健康状態をしっかりと把握して正確に医師に伝える必要が
あるとともに、子どもさんの不安や心配を緩和し、安心して接種を受けていいただくた
めにも、原則保護者同伴でお越しください。（なお、保護者が特段の理由で同伴する
ことができない場合、子どもさんの健康状態を普段より熟知する親族等で適切な方が
いらしゃいましたら、保護者からの委任えお受けて同伴することは差し支えありませ
ん。）

R5.4

6
なぜ、乳幼児（生後6か月～4歳）の接種が必要な
のですか。

乳幼児においても重症例が確認されており、基礎疾患がない乳幼児でも死亡する例があり
ます。有効性や安全性、感染状況を踏まえ、乳幼児を対象にワクチン接種を進めることとさ
れました。

乳幼児（生後6か月～4歳）の新型コロナウイルス感染症において、重症例の割合は少ないも
のの、オミクロン株の流行に伴い新規感染者が増加する中で、重症に至る症例数が増加傾
向にあることが報告されてきました。また、基礎疾患がない乳幼児でも死亡する例がありま
す。

現在の新型コロナウイルス感染症のまん延状況やワクチンに関する有効性や安全性のエビ
デンスも踏まえ、乳幼児への接種の機会を提供することが望ましいと考えられることから、厚
生労働省の審議会で議論された結果、予防接種法に基づく接種に位置づけ、乳幼児を対象
にワクチン接種を進めることとされました。

R4.12

最新の情報は、市ホームページまたは長崎市ワクチン接種コールセンターにてご確認ください。

◆国の最新の情報が聞きたい方

◆接種券や接種時期など、接種事業
　 に関すること

◆接種後の専門的ご相談（副反応等）

長崎市ワクチン接種コールセンター

📞　０１２０－０９５８２７（無料）
（受付：８時４５分～１７時４５分　土日祝日も実施）

～ワクチンに関する問い合わせや相談に対応～

長崎県　コロナワクチンコールセンター

📞　０１２０－７６４０６０
（受付：２４時間　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
（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～



質問概要 回答 更新日

7
乳幼児（生後6か月～4歳）の接種では、どのような
効果がありますか。

ファイザー社のワクチンは、生後6か月～4歳の乳幼児においても、オミクロン株等に
対して、中和抗体価の上昇や発症予防効果が確認されています。

現在、生後6か月～4歳を対象に使用できるワクチンはファイザー社のワクチンです。
日本では令和4年（2022年）10月5日に薬事承認されています。

R4.12

8
乳幼児（生後6か月～4歳）の接種には「努力義務」
は適用されているのでしょうか。

一定の有効性・安全性が確認されていることから、乳幼児の接種についても努力義
務の規定を適用することが妥当であるとされています。ただし、接種は強制ではなく、
保護者の判断に基づいて受けていただくようお願いいたします。

※「努力義務」とは何ですか。
「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務と
は異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種にご協力をいた
だきたいという趣旨から、このような規定があります。

R4.12

9 なぜ、小児（5～11歳）の接種が必要なのですか。

小児においても中等症や重症例が確認されており、特に基礎疾患を有する等、重症
化するリスクが高い小児には接種の機会を提供することが望ましいとされています。
また、今後様々な変異株が流行することも想定されるため、小児を対象にワクチン接
種を進めることとされました。

小児（5～11歳）の新型コロナウイルス感染症において、中等症や重症例の割合は少
ないものの、オミクロン株の流行に伴い新規感染者が増加する中で、重症に至る症
例数が増加傾向にあること、感染者全体に占める小児の割合が増えていることが報
告されています。
また、基礎疾患がある小児では、新型コロナウイルスに感染することで重症化するリ
スクが高くなると言われています。

R4.9

10
小児（5～11歳）の接種では、どのような効果があ
りますか。

ファイザー社のワクチンは、5～11歳の小児においても、デルタ株等に対して、中和抗
体価の上昇や発症予防効果が確認されています。オミクロン株に対しても、感染予防
効果が期待されています。

現在、5～11歳を対象に使用できるワクチンはファイザー社のワクチンです。日本では
令和4年（2022年）1月21日に薬事承認されています。

また、オミクロン株流行期における他の年齢層での3回目接種による発症予防効果が
報告されており、5～11歳の日本人小児に対しても、一定の有効性が期待できると判
断されています。日本では令和4年8月30日に5～11歳の3回目接種に係る薬事承認
がなされています。

R4.9

11
なぜ小児（5～11歳）の接種に「努力義務」が適用
されるようになったのですか。

【1・2回目接種について】
小児の接種について、オミクロン株流行下での一定の科学的知見が得られたことか
ら、小児についても努力義務の規定を適用することが妥当であるとされました。
ただし、接種は強制ではなく、ご本人や保護者の判断に基づいて受けていただくこと
に変わりはありません。

R5.4

12 接種するには申請が必要か。

　住民基本台帳に記載されている6か月以上の方に接種券を郵送していますので申請は不
要です。
　ただし、住民票のある市区町村以外で接種を受ける際は、接種を行う医療機関等が所在
する市町村に「住所地外接種届」の届出が必要です。

〇郵送申請（申請時の切手代等は、ご自身でご負担ください）
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し（コピー）」を添付し、接種を行う医療
機関等が所在する市町村に郵送してください。様式はホームページに掲載しています。

〇WEB申請
厚生労働省のウェブサイト（コロナワクチンナビ）上で、接種を行う医療機関等が所在する市
町村に「住所地外接種届」を提出してください。

〇市町村への届出を省略できる場合
・入院・入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者

R4.12

13 接種費用はいくらか。

　無料です。

ただし、接種後の副反応等で医療機関を受診する場合は、受診した医療機関に受診
費用を支払う必要があります。

R5.4



質問概要 回答 更新日

14 接種するワクチンは選べるのか。（1,2回目）

　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。
　
 しかし、6か月～11歳の1・2回目の接種はファイザー社製のみとなります。

　なお、下記のような場合に限り、1回目と異なるワクチンを2回目に接種すること（交
互接種）は可能です。

・1回目のワクチン接種後に重篤な副反応が生じたこと等により、医師が医学的見地
から、2回目に同一のワクチンを接種することが困難であると判断した場合
・国内のワクチン流通の減少や接種を受ける方の転居等により、1回目と2回目で同
一のワクチンを接種することが困難な場合
交互接種の場合、1回目と2回目の接種の間隔は、諸外国の対応状況等を踏まえ、27
日以上の間隔をおくこととされています。

また、ファイザー社及び武田/モデルナ社のワクチン接種後に、稀に心筋炎や心膜炎
を疑う事例が報告されており、特に10代及び20代の男性では、ファイザー社よりも武
田/モデルナ社のワクチンの方が、その報告頻度が高い傾向がみられています。この
ことを踏まえ、10代及び20代の男性で、1回目に武田/モデルナ社のワクチンを接種し
たものの、2回目の接種でファイザー社のワクチンへの変更を希望する場合、予約の
取り直しは可能です。

R4.12

15
変異株の新型コロナウイルスにも効果はあるの
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、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。

R3.3

16 副反応がありますか。

　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。

R3.2

17
副反応が起きた場合の補償はどうなっているの
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。

R3.1

18
マイナンバーカードを持っていないとワクチン接種
を受けられないのか。

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す。 R3.1

19
「コロナのワクチンを打つために予約金を支払って
ください」という電話があったが、予約金がかかる
のか。

かかりません。
予約金の支払いを要求する電話があっても、絶対に支払わないでください。
ワクチン接種は無料です。（Q13参照）

R3.1

20
住民票を長崎市に置いたまま県外（市外）に居住
している場合はどこで接種するのか。

　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。現在お住い
の市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。

R3.2

21
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。

　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）までご連絡をお願いしま
す。

R3.6

22
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。

R3.7



質問概要 回答 更新日

23 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）までご連絡をお願いします。 R3.6

24 ワクチンを接種した後も、マスクは必要ですか。

ワクチン承認後に実施された様々な研究結果から、ワクチンを接種することで、新型
コロナウイルス感染症の発症だけでなく、感染を予防する効果も示唆するデータが報
告されています。しかしながら、その効果は100％ではなく、変異によりワクチンの効
果に影響が生じる可能性もあります。

このため、ワクチンが普及し、感染者数を十分抑えることができるまでは、引き続き効
果的な感染予防対策を組み合わせることで、可能な限りご自身や周りの方を守って
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
による手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。
※密集・密接・密閉

R3.11

25
ファイザー社のワクチンは、通常、1回目から3週
間後に2回目を接種することになっていますが、ど
のくらいずれても大丈夫ですか。

　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、3週間後の火曜日）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。
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。

R3.6

26
現在、里帰り出産のため長崎市に滞在している
が、接種を受ける際、「住所地外接種届」が必要で
すか。

妊娠中の方は里帰り先など住民票と異なる居住地で主治医の元で接種を受ける場
合、「住所地外接種届」の提出は不要です。
集団接種会場や、主治医以外の医療機関で接種する際は「住所地外接種届」が必要
となります。

R3.8

27
ほかの予防接種を受ける場合、どのくらい間隔を
あける必要がありますが。

前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として13日以上の間隔を置くことと
なっております。
ただし、インフルエンザワクチンは同時接種が可能です。

R4.7

28
新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワ
クチンを接種することはできますか。

①新型コロナウイルスに感染しても、１・２回目、３～５回目接種にかかわらず、接種することができま
す。

②基本的に接種するためには、臨床的に体調が回復しており、定められた接種間隔※を守る必要があ
ります。
　※定められた接種間隔
　　・2回目：1回目接種から3週間（ファイザー、ノババックス）、または4週間（モデルナ)
　　・3回目以降：前回接種から3か月（ファイザー、モデルナ）、または6か月（ノババックス）
　　　※2回目接種から5か月（小児：5～11歳）、または8週間（乳幼児：6か月～4歳）

③３回目接種までの接種間隔について
　　２回目接種完了後に感染した方の、３回目接種までの間隔の目安としては、暫定的に３か月としてい
ます。（厚生労働省審議会）
　　　【例】２回目接種から2か月後に感染した場合
　　　　　　⇒　３回目接種　２回目接種から5か月後

④１回目接種、２回目接種までの接種間隔について
　　１回目接種又は２回目接種前に感染した場合の接種間隔については、３回目接種と異なり、一律に
目安などの基準を設けていません。
　　具体的な接種間隔は、受けた治療内容や②③を踏まえ、判断していただくこととなります。

⑤４、５回目接種までの接種間隔について
　　②の定められた接種期間を経過していれば、感染から回復後に接種を行うことは可能です。

⑥本人が速やかに接種を希望する場合は、１・２回目、３～５回目接種にかかわらず、②を満たしてい
れば、必ずしも一定期間を空けずに接種することができます。ただし、11歳以下の方については、長崎
市では「新型コロナウイルスに感染の診断日から４週間」間隔を空けるようにしています。

R4.12

3回目以降の接種に関すること

質問概要 回答 更新日



質問概要 回答 更新日

1 なぜ、追加（3回目以降）接種が必要なのですか。

　日本で接種が進められているワクチンは、高い発症予防効果等がある一方、感染予防
効果や、高齢者においては重症化予防効果についても、時間の経過に伴い、徐々に低下
していくことが示唆されています。このため、感染拡大防止及び重症化予防の観点から、
初回（1回目・2回目）接種を完了したすべての方に対して、追加接種の機会を提供するこ
とが望ましいとされています。

例えば、ファイザー社のワクチンを接種された人の情報を集めた米国での研究によると、
12歳以上における感染予防効果は、2回目接種後1ヶ月以内では88％であったところ、5～
6ヶ月後には47%にまで有意に低下したとの報告があります。発症予防効果についても、
6ヶ月間の追跡調査の結果、2回目接種後7日以降2ヶ月未満では96.2％であったところ、
4ヶ月以降では83.7％であり、経時的に低下していくことが確認されています。また、入院
予防効果や重症化予防効果は、2回目接種から6か月後まで維持されるとの報告がある
一方、60歳以上において、接種完了から半年以降で重症例の発生率に上昇傾向が見ら
れたという報告もあります。

武田/モデルナ社のワクチンについても、発症予防効果や入院予防効果は、2回目接種か
ら4ヶ月以降でも90％以上であったとの報告がある一方、感染予防効果については、全年
代において、2回目接種の約1～4ヶ月後ではおおよそ97％であったところ、その約4ヶ月後
には80％前後に低下したという報告もあります。

R3.11

2
追加（3回目）接種には、どのような効果がありま
すか。

　追加接種を行わなかった場合と比較して、感染予防効果や重症化予防効果等を高める効
果があります。

　追加接種により、低下した感染予防効果や重症化予防効果等を高める効果があることが、
臨床試験や様々な疫学研究等で報告されています。

　イスラエルで実施された、ファイザー社のワクチンの接種後の情報を集めた研究では、追
加接種した場合における入院予防効果は93%、重症化予防効果は92%、死亡に対する予防効
果は81%であったと報告されています。さらに、60歳以上で追加接種を受けた場合では、追加
接種を受けなかった場合と比較して、感染例の発生率が11.3分の1、重症例の発生率が19.5
分の1であったとの報告もあります。

　また、米国で実施されたファイザー社のワクチンの追加接種に係る臨床試験の結果による
と、18～55歳の被験者を対象に、ファイザー社のワクチンの追加接種を行い、血清中の新型
コロナウイルスに対する中和抗体の増加状況を確認したところ、3回目の接種から1ヶ月後の
中和抗体価は、2回目の接種から1ヶ月後の中和抗体価よりも数倍高い値であることが確認
されています。
なお、ファイザー社のワクチンについては、日本では令和3年11月11日に追加接種に係る薬
事承認がなされています。

一方、武田/モデルナ社のワクチンについては、日本では現在、追加接種について薬事承認
審査中であり、まだ承認されていませんが、米国FDAにモデルナ社が申請した資料による
と、追加接種から28日後の中和抗体価は、2回目接種から28日後の中和抗体価の1.76倍で
あったとの結果が報告されています。

R3.11

3
追加（3回目以降）接種はどのような人が対象にな
りますか。

　感染拡大防止や重症化予防の観点から、初回（1回目・2回目）接種を完了したすべ
ての方に追加接種の機会を提供することが望ましいとされています。

  日本では現在、３回目接種として、ファイザー社、武田/モデルナ社及びノババックス
のワクチンが薬事承認されており、臨床試験等の結果から、現時点においては、初回
接種が完了した5歳以上の方が追加接種の対象となっています。

・5歳～11歳⇒ファイザー社5歳～11歳用ワクチンのみ※3回目まで接種可能
・12歳～17歳⇒ファイザー社、モデルナ社ワクチン
・18歳以上⇒ファイザー社、モデルナ社ワクチン、ノババックスワクチン

　なお、特に追加接種をお勧めする方として、下記に該当する方が挙げられていま
す。
•高齢者、基礎疾患を有する方などの「重症化リスクが高い方」
•重症化リスクが高い方の関係者・介助者（介護従事者など）などの「重症化リスクが
高い方との接触が多い方」
•医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルス曝露リスクが高い方」

R4.12

4
追加（3回目以降）接種は、前回の接種からどのく
らい間隔をあけたら接種できますか。

ファイザー社のワクチン及び武田/モデルナ社のワクチンは、前回の接種完了から3
か月以上経過すれば、接種が可能となっています。ノババックスは前回接種から6か
月以上経過すれば接種可能となっています。

R4.10

5
なぜ、オミクロン株対応ワクチンの接種が必要な
のですか。

オミクロン株の流行が続く中、審議会での議論を踏まえ、重症化予防はもとより、感染
や発症を予防する目的で、オミクロン株対応2価ワクチンの追加接種が推奨されてい
ます。
厚生労働省の審議会で議論した結果、オミクロン株対応2価ワクチンの追加接種によ
り、従来の1価ワクチンを上回る重症化予防効果と、短期間の可能性はあるものの、
オミクロン株に対する感染・発症予防効果が期待されています。

R4.12



質問概要 回答 更新日

6
オミクロン株対応ワクチンとは、どのようなワクチン
ですか。

オミクロン株対応ワクチンは、mRNA（メッセンジャーRNA）ワクチンの一つで、従来株
（新型コロナウイルス感染症発生時の株のこと。オリジナル株、起源株ともいいます。 
）に由来する成分と、オミクロン株に由来する成分の両方を含む「2価ワクチン」です。
従来のワクチン（従来株のみに由来する成分を含むワクチン）と比較して、オミクロン
株に対する重症化・感染・発症予防効果がそれぞれ強いことが期待されています。

R4.12

7
オミクロン株対応ワクチンの接種にはどのような効
果がありますか。

オミクロン株対応ワクチンの接種により、従来のワクチンの接種と比較して、中和抗体
価と中和抗体応答率が同等以上であること等が確認され、重症化・感染・発症を予防
する効果が期待されています。

R4.12

8
BA.1対応型ワクチンとBA.4-5対応型ワクチンは、
どちらのほうが効果がありますか。どちらを接種し
たほうがよいのですか。

オミクロン株対応2価ワクチンは、BA.1対応型であっても、BA.4-5対応型であっても、
従来の1価ワクチンを上回る効果と、今後の変異株にも有効である可能性が期待され
ています。
対応するオミクロン株の種類にかかわらず、その時点で接種可能なオミクロン株対応
2価ワクチンを接種するようお願いします。

BA.1、BA.4-5は、いずれもオミクロン株の種類（亜系統）です。抗原性（免疫反応を引
き起こす性質）について、オミクロン株と従来株との間の差に比べ、BA.1とBA.4-5との
間の差は大きくないことが示唆されています。

R4.12

9
オミクロン株対応ワクチンの接種は、どのような人
が対象になりますか。

【令和5年5月8日～8月31日】
前回（従来型ワクチン）接種から3か月経過した次の方が接種できます。
（1）高齢者（65歳以上）
（2）基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認める方
（3）医療機関や高齢者施設等に従事する方

R5.5

10
オミクロン株対応ワクチンは、インフルエンザワク
チンなどほかのワクチンと同時に接種できるので
すか。

オミクロン株対応ワクチンは、インフルエンザワクチンとの同時接種が可能です。イン
フルエンザワクチン以外のワクチンは、オミクロン株対応ワクチンと同時に接種できま
せん。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。

※例えば、インフルエンザワクチン接種後2日後でもコロナワクチン接種可能

R4.12

11
これまでの接種券でオミクロン株対応ワクチンを接
種できますか。

オミクロン株対応ワクチンの接種対象に該当する方であれば、お手持ちの3回目また
は4回目接種用の接種券を使用して接種いただけます。

R4.12

12
オミクロン株対応ワクチンにはどのような副反応が
ありますか。

主な副反応として、注射した部分の痛み、頭痛、疲労、発熱等がありますが、現時点
で重大な懸念は認められないとされています。

ファイザー⇒オミクロン株対応2価ワクチンについては、主な副反応として、注射した
部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等がありますが、ほとんど
が軽度又は中等度で回復性が認められる

モデルナ⇒オミクロン株対応2価ワクチンについては、主な副反応として、注射した部
分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等がありますが、ほとんどが
軽度又は中等度で回復性が認められる

R4.12

13
オミクロン株対応ワクチンが追加接種のみで、1・2
回目接種として使用されないのはなぜですか。

オミクロン株対応ワクチンは、現時点で追加接種として臨床試験等が実施されてお
り、追加接種の用法のみで薬事承認がなされています。
現時点では、薬事承認に基づき、1・2回目接種としては使用しないこととしています。

R4.12

14
オミクロン株対応ワクチンの接種が始まってから
も、従来ワクチン（1価）を接種することはできるの
ですか。

現時点では、初回（1回目・2回目）接種を完了した方は、3回目接種以降はオミクロン
株対応ワクチンを1回接種することとしています。

R4.12

15
追加（3回目）接種はどのようにしたら受けられま
すか。

市内の医療機関と、長崎市が開設する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、ワクチンコールセンター（0120-095827）にお問い合わせいた
だくか、市ホームページなどでご確認ください。

【令和5年5月8日～8月31日の接種対象者】
前回（従来型ワクチン）接種から3か月経過した次の方が接種できます。
（1）高齢者（65歳以上）
（2）基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認める方
（3）医療機関や高齢者施設等に従事する方

R5.5

16 追加（3回目）接種は無料で受けられますか。 初回（1回目・2回目）接種と同様、無料で接種できます。 R5.5



質問概要 回答 更新日

17
初回（1回目・2回目）接種を海外で受けました。日
本で追加（3回目）接種は受けられますか。

日本で接種が進められている、ファイザー、モデルナ、ノババックス、アストラゼネカの
ワクチンを海外で接種した場合、日本で追加接種を受けることは可能です。 

上記以外のワクチンを接種した方についても追加接種を受けることが可能な場合が
ありますので詳細は長崎市ワクチン接種コールセンター（0120-095827）へお尋ねくだ
さい。

ただし、この場合の接種については、医学的な知見が得られていないため、接種を希
望する場合は医師とご相談の上、ご検討ください。

R4.7

18
2回目の接種後に引っ越しをしました。接種券は現
在住んでいる自治体から送付されますか。

他自治体で1、2回目を接種し、その後長崎市に転入した方の接種履歴は自動的に引
き継がれません。長崎市の3回目接種券発行を希望するかたは、長崎市ワクチン接
種コールセンター（0120-095-827）にお問い合わせください。

R4.4

19
初回（1回目・2回目）接種がまだ受けられていませ
ん。追加（3回目）接種が開始されても、初回接種
を受けることはできますか

初回接種も引き続き接種可能です。 R5.5

20
なぜ、小児（5～11歳）の追加（3回目）接種が必要
なのですか。

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ること、初回（1回目・2回
目）接種による発症予防効果が時間の経過とともに低下することから、小児への3回
目接種が推奨されています。

小児へのワクチン接種に関して疑問や不安がある場合のご相談は
＜長崎県新型コロナ小児ワクチン接種相談センター＞
電話番号　0120-764-060（フリーダイヤル）

FAX番号　0800-080-6976（フリーダイヤル）

受付時間　24時間対応（土日祝日含む）

R5.5

21
1・2回目の接種後、3回目の接種前に12歳の誕生
日を迎えました。どうしたらよいでしょうか。

3回目の接種前に12歳の誕生日を迎えた場合は、12歳以上用のワクチンを接種しま
す。
※3回目の接種日に12歳以上かどうか

R4.9

22
なぜ小児（5～11歳）の接種に「努力義務」が適用
されるようになったのですか。

小児の接種について、オミクロン株流行下での一定の科学的知見が得られたことか
ら、小児についても努力義務の規定を適用することが妥当であるとされました。
ただし、接種は強制ではなく、ご本人や保護者の判断に基づいて受けていただくこと
に変わりはありません。
※令和5年5月8日開始接種については基礎疾患等を有する方のみ適用

R5.5

新型コロナワクチン接種証明書に関するQ&A

質問概要 回答 更新日

1
新型コロナワクチン予防接種証明書とはどのようなも

のですか。

予防接種法に基づき各市町村で実施した新型コロナワクチン接種の事実を、公的に証明

するものです。

「日本国内用」と「海外渡航用」の２種類があり、「海外渡航用」にはパスポート情報の記

載及び英語を併記してあります。

※国外で新型コロナワクチンを接種している場合、本証明書を発行することはできません。

日本の予防接種法に基づいて接種したものではないことから、国内では接種記録を管理し

ていないためです。証明が必要な場合は、接種地にお尋ねください。

R4.7

2

接種後に受け取った「予防接種済証」または「接種記

録書」と、「新型コロナワクチン予防接種証明書」は何

が違うのか。

「予防接種済証」または「接種記録書」は、新型コロナワクチン接種後にその内容を本人控

えとしてお渡ししているものです。

「新型コロナワクチン予防接種証明書」と同じ内容を示しているため、接種した際の「予防

接種済証」または「接種記録書」を全てお持ちの場合、必ずしも国内用の「新型コロナワク

チン接種証明書」を新たに取得する必要はありません。

※海外渡航の予定がある方は、英語が併記されている海外渡航用の接種証明書を取得

してください。

R4.7



質問概要 回答 更新日

3 接種証明書に有効期限はあるのか。

接種証明書は新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものであり、証明書自体の

有効期限はありません。ただし、証明書の提示を受ける側（相手国等）で一定期間内の

接種の事実を証明するもののみを有効とするなどの条件が設けられている場合があります。

詳しくは、渡航先の国・地域の入国制限措置等をご確認ください

なお、海外渡航用の接種証明書については、記載されている旅券番号の旅券（パスポー

ト）の有効期限が切れた場合、または更新して旅券番号が変わった場合、使用できなくな

ります。その際は新しいパスポートにて改めて接種証明書を取得してください。

R4.7

4
新型コロナワクチン予防接種証明書を取得したいがど

うしたらよいか。

３つの方法があります。いずれかの方法で申請等をお願いします。

①郵送による申請（書面の証明書の発行、無料）※長崎市に住民登録をしている時期

に接種した分のみ。そのため、住所の変更があった方は複数の自治体への申請が必要とな

ることもあります。

②専用アプリによる申請（電子証明書の発行、マイナンバーカード必要、無料）

③コンビニ交付（書面の証明書の発行、マイナンバーカード必要、１枚あたり１２０円）

長崎市内のコンビニにおいては令和4年8月17日(水)開始

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点及び接種状況の確認に時間を要す

る場合があることから、原則、窓口での受付は行っておりません。

R4.8

5
新型コロナワクチン予防接種証明書を郵送で申請す

るために必要なものは何ですか。

○必要書類

　(1)申請書

　(2)旅券（パスポート）の写し　(注)海外渡航用の申請の場合のみ

　　 ※ビザ（査証）では発行できません。

　　　 旅券に旧姓・別姓・別名等の記載がある場合は、旧姓・別姓・別名等が確認できる書類

の写しを

　　　 添付してください。（旧姓併記のされたマイナンバーカード、運転免許証など）

　⑶予防接種済証または接種記録書の写し

　⑷本人確認書類の写し

　　　「氏名」、「現住所（返送先住所）」及び「生年月日」が確認できるもの。（マイナンバー

カード、

　　　運転免許証、健康保険証、在留カードなど。）

　　　（申請書に記載した住所と一致しているか、有効期限切れになっていないかご確認くださ

い。

　　　裏書きがある場合は裏面の写しも必要です。）

　⑸返信用封筒

　　　宛先・宛名を記載し、切手（定形・普通郵便の場合84円切手）を貼ったもの。

　　　お急ぎの場合は速達郵便をご利用ください。

○申請先

　〒850－8563　長崎市桜町6番3号 

  ※新市庁舎移転（1/16）以降：〒850－8685　長崎市魚の町４番１号

　長崎市　市民健康部　新型コロナウイルスワクチン接種事業室

○発行手数料

　無料

R4.12

6
新型コロナワクチン予防接種証明書を電子申請する

ために必要なものは何ですか。

(1)専用のアプリをダウンロードしたスマートフォン

(2)マイナンバーカード及びマイナンバーカードの券面事項入力補助用暗証番号（※マイナ

ンバーカードを窓口で受け取った際に設定した4桁の数字）

(3)旅券(パスポート)　(注)海外渡航用の申請の場合のみ

※スマートフォンは、マイナンバーカードの読み取りに対応する端末（iOS13.7以降もしくは

AndroidOS8.0以降）のみ利用可能です。なお、対応していない端末の場合、アプリのダ

ウンロードができない仕様になっています。

※専用アプリの取得や証明書の発行は無料です。

R4.7

7
マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマート

フォンを持っていないがどうしたらよいか。

マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンをお持ちでない場合、電子申請

を行うことはできません。（※アプリをダウンロードすることができません。）

対応するスマートフォンを準備するか、これまで通り、書面による申請・交付、または、マイナ

ンバーカードを使用してのコンビニ交付をお願いします。

R4.7

8 専用のアプリとは何ですか。

日本政府が公式に提供する、新型コロナワクチン接種証明書を取得できるアプリです。

正式名称は「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」（※スマートフォンのホーム画面での短縮名は

「接種証明書」）といい、令和3年12月20日からApp Store及びGoogle Playで公開されてい

ます。

接種証明書の「申請」、「発行」、「提示」、「読み取り(認証)」ができます。

取得した接種証明書は、アプリを起動すればいつでも表示することができます。

また、アプリで発行された接種証明書を、「書面の接種証明書」と同じ様式の画像で保存できる機

能が、令和4年7月14日に追加されました。（バージョン1.4.0以降にアップデートが必要）

R4.7

9
スマートフォンではなくタブレット端末から電子申請を行うこ

とはできるのか。

タブレット端末は専用のアプリに対応しておらずダウンロードできないことから、電子申請を行うことは

できません。
R3.12



質問概要 回答 更新日

10 マイナンバーカードを持っていないがどうしたらよいか。

マイナンバーカードをお持ちでない場合、オンラインでの本人確認を行うことができないため、

電子申請を行うことはできません。マイナンバーカードを取得するか、これまで通り、書面によ

る申請・交付をお願いします。

なお、マイナンバーカードを新規で取得するためには、申請を行ってから交付通知書が届くま

でに2か月程度かかります。

R3.12

11
マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまったがどうし

たらよいか。

パスワードの再設定手続きが必要です。マイナンバーカードと本人確認書類（運転免許

証、保険証　等）を本人がご持参のうえ、地域センターまたは黒崎・池島・長浦事務所の

窓口へご来庁ください。

R3.12

12
暗証番号の入力を3回間違えてしまい、ロックがかかっ

てしまったがどうしたらよいか。

パスワードのロック解除とともに、パスワード初期化申請をし、パスワードの再設定が必要で

す。マイナンバーカードと本人確認書類（運転免許証、保険証　等）を本人がご持参のう

え、地域センターまたは黒崎・池島・長浦事務所の窓口へご来庁ください。

R3.12

13
海外渡航用の接種証明書を取得するためにパスポー

トが必要になるのはどうしてか。

海外渡航用の接種証明書には、パスポートにある「旅券番号」、「ローマ字氏名」、「国籍・

地域」といった情報を記載しているためです。

なお、「旅券番号」はパスポートを更新した場合変更されます。パスポートの有効期限が近

い方で、接種証明書が急ぎで必要でない場合は、更新後にご申請ください。

R3.12

14
電子申請を行ったところ、エラーメッセージが表示され接種

証明書が交付されなかったがどうしたらよいか。

パスポートに旧姓・別姓・別名の併記がある、ワクチン接種記録を管理しているシステム

へ接種記録が未登録、DV被害者等の要配慮者である、パスポート以外の渡航文書で

請求した等の理由により、接種証明書の自動交付ができない人が一定数存在します。

まずはエラーメッセージが表示された理由を確認し対応いたしますので、長崎市ワクチン

接種コールセンター（0120-095827）までお問い合わせください。

確認の結果自動交付ができない理由であった場合は、これまで通り、書面による申請・

交付の案内を行うことになります。

R3.12

15

電子申請を行ったところ、接種記録に「要確認」というエ

ラーメッセージが表示されたがどうしたらよいか。

※「要修正」の場合は17を参照。

「要確認」は修正が必要かどうかを確認していただくデータの場合に表示されます。例えば、接種間

隔が一般的な期間より短い場合などです。お手元の「接種済証」または「接種記録書」の情報と照

らし合わせていただき、誤りがなければ発行してください。

誤っている場合は管理システムに登録されているデータの修正を行いますので、長崎市ワクチン接種

コールセンター（0120-095827）までお問い合わせください。

R3.12

16

電子申請を行ったところ、表示される接種記録（接

種日、ワクチンの製造番号）に誤りがあったがどうした

らよいか。

管理システムに登録されているデータの修正を行いますので、長崎市ワクチン接種コールセン

ター（0120-095827）までお問い合わせください。
R3.12

17

書面の接種証明書を取得したところ、住民票などで使わ

れている偽造防止用紙ではなく普通用紙に印刷されてい

たが問題ないか。

以前は偽造防止用紙に証明書を印刷していましたが、令和3年12月20日からの接種証明

書のデジタル化により、接種証明書には2次元コードがつくようになりました。万が一、複写により券

面が偽造された場合でも、2次元コードを読み込むと格納されている情報と合わないこととなり、

偽造の有無を確認することができるため、普通用紙の印刷で問題はありません。

なお、二次元コードを偽造防止用紙に印刷する場合、二次元コードの読み取りに支障が生じること

が懸念されます。

R3.12

18
デジタル化以降の書面の接種証明書は普通用紙に印刷

されているが、それを自分でコピーしても問題ないか。
問題ありません。 R3.12

19
デジタル化以前に取得した接種証明書は使えなくなるの

か。

以前の接種証明書も引き続き有効となる予定です。ただし、海外渡航用の接種証明書について

は、国によっては交渉や政策変更によって二次元コードを必須とするケースもあり得るため、外務省

の海外安全ホームページをご確認ください。

R3.12

20
接種証明書のデジタル化に関するその他の問い合わ

せについて。

デジタル庁のホームページにもアプリからの接種証明書の発行に関するFAQ「ワクチン接種

証明書アプリＦＡＱ」が掲載されています。当コールセンターへの問い合わせで解決できない

場合、そちらも併せてご参照ください。

R3.12

21
新型コロナワクチン予防接種証明書のコンビニ交付はどの

コンビニでもできるのか。

長崎市内においては、サービス開始時点ではセブンイレブンのみです。他事業者は国が調整中であ

るため、今後拡大することも考えられます。

店舗内のキオスク端末にてサービスをご利用いただけます。なお、サービス提供時間は6：30～

23：00です。

R4.7

22
新型コロナワクチン予防接種証明書をコンビニ交付するた

めに必要なものは何ですか。

(1)マイナンバーカード及びマイナンバーカードの券面事項入力補助用暗証番号（※マイナンバー

カードを窓口で受け取った際に設定した4桁の数字）

(2)接種証明書発行料（1通あたり120円）※コンビニに生じる実費相当分。発行後の返金は

原則不可（印刷不良の場合のみ、持ち帰る前に店舗の店員にご申告いただければ返金可）。

※なお、「旅券(パスポート)情報を確認できるもの」、「接種記録を確認できるもの」をお持ちいただ

き、証明書を発行する前に、内容に誤りがないかを確認することをお勧めします。

※海外渡航用の接種証明書の場合、令和4年7月21日以降に本市への申請か専用アプリによっ

て海外渡航用の接種証明書を発行（システム上で証明書を作成すること。印刷の前の段階。）

している必要があります。コンビニのキオスク端末ではパスポート情報を読み取ったり登録することがで

きないためです。

R4.8



質問概要 回答 更新日

23
新型コロナワクチン予防接種証明書のコンビニ交付サービ

スが利用できなかったがどうしてか。

全国的には令和4年7月26日からサービスが開始されますが、開始時点では北海道等の一部地

域のコンビニ等の店舗でのみ利用可能です。長崎市内で取得可能なコンビニであるセブンイレブンで

は、令和4年8月17日から利用開が始まりました。

また、予防接種証明書のコンビニ交付サービスに参加していない市区町村もあります。利用できな

い場合は接種時の住民票所在地へお問い合わせください。

R4.8

24
コンビニで取得した新型コロナワクチン予防接種証明書の

内容に誤りがあったがどうしたらよいか。

誤っている場合は管理システムに登録されているデータの修正を行いますので、長崎市ワクチン接種

コールセンター（0120-095827）までお問い合わせください。

なお、発行後の返金は原則できませんのでご了承ください。
R4.8

25 接種証明書を急ぎで取得したい場合はどうしたらよいか。

必要な証明書が国内用であれば、「接種済証」または「接種記録書」でも同じ内容を示しているた

め問題ありません。それらを紛失している、または、海外渡航用の接種証明書が必要な場合は次の

とおりです。

◎マイナンバーカードを持っている場合

　　・スマートフォンの専用アプリで取得する。（電子証明書）

　　・スマートフォンの専用アプリで取得した電子証明書を、アプリ内の機能で画像保存し、自宅やコ

ンビニ等でご自身で印刷する。（書面の証明書）

　　・コンビニ（セブンイレブン）のキオスク端末（※）にて取得する。（書面の証明書、発行料

120円必要、6：30～23：00）

　　　※海外渡航用の接種証明書の場合は、事前にシステム上での発行が必要です。専用アプリ

を使用できない場合は、長崎市ワクチン接種コールセンター（0120-095827）までお問い合わせ

ください。なお、業務の都合によりすぐに対応できない場合もございます。ご了承ください。（土日祝

日は対応不可）

◎マイナンバーカードを持っていない場合

　・郵送申請を速達で行っていただく。その際、同封する返信用封筒も速達で準備する。（※長崎

市内間であれば、速達で翌日に届きます。なお、土日祝に申請書が届いた場合は翌開庁日以降

に対応します。）

R4.8


