
12歳以上の若年者への新型コロナワクチン接種Q＆A 　2021年12月10日更新
No. カテゴリー 質問 回答

1
ワクチン接種の意義

について

12歳以上の健康な子どもへの

新型コロナワクチン接種に対して、

養育者としてどのように考えたらいいですか

重症化予防・感染拡大予防のメリットと副反応のデメリットを、子ども本人と養育者が十分理解することが必要です。

日本小児科学会は「12歳以上の健康な子どもへのワクチン接種は意義があると考えています。COVID-19(新型コロナウイルス感染症)

　　　　　　　　予防対策の影響で子どもたちの生活は様々な制限を受け、子どもたちの心身の健康に大きな影響を与え続けています。

　　　　　　　　小児COVIDｰ19患者の多くは軽症ですが、まれながら重症化することがありますし、

　　　　　　　　同居する高齢者の方がいる場合には感染を広げる可能性もあります。」としています。

また「小児COVID-19が比較的軽症である一方で、国外での小児を対象とした接種経験等では、ワクチン接種後の発熱や

　　　接種部位の疼痛等の副反応出現頻度が比較的高いことが報告」されていることから、接種にあたっては

　　　メリット(感染拡大予防等）とデメリット（副反応等）をお子様ご本人とその養育者が十分理解することが必要と考えます。

【引用・参考文献】日本小児科学会　：新型コロナワクチン～子どもならびに子どもに接する成人への接種に対する考え方～

　　　　　　　　　(2021年11月2日改訂)　http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=374

　　　　　　　　　厚生労働省：新型コロナワクチンQ&A

　　　　　　　　　https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/column/0008.html　         　　　       　         　(2021年12月10日閲覧）

2
ワクチン接種の意義

について

重篤な基礎疾患（持病）のある子どもへの

新型コロナワクチン接種について、

養育者としてどのように考えたらいいですか

ワクチン接種で新型コロナウイルス感染の重症化を防ぐことが期待されます。ただし、ワクチン接種を検討する際には養育者が子どもと共に、

子どもの主治医に接種前に十分な説明を受け、接種後の体調管理等について、相談することが望ましいです。

「国外では、神経疾患、慢性呼吸器疾患および免疫不全症を有する子どもの新型コロナウイルス感染例において、

　COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の重症化が報告されています。国内においても接種対象年齢となる基礎疾患のある子どもの

　重症化が危惧されますので、ワクチン接種で重症化を防ぐことが期待されます。

　しかし、高齢者と比べて思春期の子ども達では接種部位の疼痛出現頻度は約90％と高く、接種後、特に2回目接種後に発熱、

　全身倦怠感、頭痛等の全身反応が起こる頻度も高いことが示されています

　（例：37.5℃以上の発熱は20代で約50％、50代で約30％、70代で約10％）。

　以上のことから、ワクチン接種を検討する際には本人および養育者に十分な接種前の説明と接種後の健康観察が必要である

　と考えます。

　基礎疾患を有する子どもへのワクチン接種については、本人の健康状況をよく把握している主治医と養育者との間で、

　接種後の体調管理等を事前に相談することが望ましいと考えます。」

【引用文献】日本小児科学会：新型コロナワクチン～子どもならびに子どもに接する成人への接種に対する考え方～

　　　　　　(2021年11月2日改訂)　http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=374

【参考文献】厚生労働省：新型コロナワクチンQ&A

　　　　　　https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/column/0008.html　　　　　　　　       　　              　(2021年12月10日閲覧）
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12歳以上の若年者への新型コロナワクチン接種Q＆A 　2021年12月10日更新
No. カテゴリー 質問 回答

12歳以上の子どものワクチンによる新型コロナの発症予防効果は、ファイザー社・武田/モデルナ社の臨床試験では共に100.0％でした。

「・ファイザー社のワクチンについて／12～15歳（海外における臨床試験）

　12歳以上の健康人を対象に、ワクチンを接種する人と偽薬（生理食塩水）を接種する人に分け、16歳以上での臨床試験と同様、

　約３週間の間隔で2回接種した時、新型コロナウイルス感染症の発症がどの程度抑制されるか比較されました。

　約2,000人の被験者を対象に、２回目の接種後７日以降の発症の有無が比較されました。

　その結果、過去に新型コロナウイルス感染歴がない場合、感染歴を問わない場合、

　いずれも100.0%のワクチン有効率が確認されました。

　・武田／モデルナ社のワクチンについて／12～17歳（海外における臨床試験）

　12～17歳の健康人を対象に、ワクチンを接種する人と偽薬（生理食塩水）を接種する人に分け、18歳以上での臨床試験と同様、

　約28日間の間隔で2回接種した時、新型コロナウイルス感染症の発症がどの程度抑制されるか比較されました。

　約3,000人の被験者を対象に、２回目の接種後14日以降の発症の有無が比較されました。

　その結果、過去に新型コロナウイルスの感染歴がない被験者において、100.0%のワクチン有効率が確認されました。」

【引用・参考文献】

厚生労働省：ファイザー社の新型コロナワクチンについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_pfizer.html

コミナティ筋注添付文書

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/672212_631341DA1025_1_09

厚生労働省：武田／モデルナ社の新型コロナワクチンについてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_moderna.html

COVID-19ワクチンモデルナ筋注添付文書

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/400256_631341EA1020_1_07      　      　(2021年12月10日閲覧）

4
ワクチン接種の意義

について

ファイザー社ワクチン（コミナティ）の

予防接種の対象年齢が16歳から12歳に

引き下げられたのはどうしてですか

12～15歳のファイザー社ワクチン（コミナティ）の臨床試験が海外で行われ、16歳以上と同様に安全性と有効性が確認されたため、

接種対象者が12歳以上に拡大されました。国内でも国が令和3年5月31日に認可し令和3年6月1日より、接種が開始されています。

【参考文献】厚生労働省：新型コロナワクチンの有効性・安全性について

　　　　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html

　　　　　　ファイザー社の新型コロナワクチンについて

　　　　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_pfizer.html

         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　(2021年12月10日閲覧）

3 ワクチン接種の意義

について

12歳以上の子どもが

新型コロナワクチンを接種した場合の

新型コロナ発症予防効果はどれくらいありますか

ファイザー
解析対象

例数

COVID-19

確定例数

ワクチン

有効性(%)

95%信頼区間

(%)

ワクチン群 1119 0 21.9

偽薬群 1110 18

武田/モデルナ
解析対象

例数

COVID-19

確定例数

ワクチン

有効性(%)

95%信頼区間

(%)

ワクチン群 2139 0 71.1

偽薬群 1042 4

100.0 [78.1, 100.0]

100.0 [28.9, 評価不能]
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12歳以上の若年者への新型コロナワクチン接種Q＆A 　2021年12月10日更新
No. カテゴリー 質問 回答

5
ワクチン接種対象

について

武田/モデルナ社ワクチンは

12歳から接種することはできますか

12～17歳を対象に海外で臨床試験が行われ、18～25歳のデータと比較して有効性と安全性が確認されたため、

接種対象者が12歳以上に拡大されました。令和3年7月26日認可されています。

ただし後述のQ16のとおり、10代・20代の男性では、武田/モデルナ社のワクチンはファイザー社のワクチンよりも、

接種後の心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が高い傾向がみられています。詳細はQ16を参照ください。

【参考文献】厚生労働省：新型コロナワクチンの有効性・安全性について

　　　　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html

　　　　　　武田/モデルナ社の新型コロナワクチンについて

　　　　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_moderna.html                 　        　(2021年12月10日閲覧）

6
ワクチン接種対象

について

12歳未満の子どもが新型コロナワクチンを

接種することはできますか

現時点では、12歳未満の方は接種することはできません。

科学的知見や感染の流行状況などにより12歳未満への拡大も検討されています。

「初回接種の対象は、接種の日に満12歳以上の方です。

　このため、12歳に満たない方は、新型コロナワクチンの接種の対象にはなりません。

　現在、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、いずれも12歳以上が接種対象となっています。

　なお、接種の対象者は、現時点の科学的知見に基づいて決められており、日本においても、今後、接種の対象年齢が広がる可能性

　があります。ファイザー社及び武田／モデルナ社の新型コロナワクチンは、海外で、生後6ヶ月～11歳を対象とした臨床試験も実施

　されています。うち、ファイザー社のワクチンについては、米国において5～11歳への接種が開始されており、日本においても、

　令和3年11月10日に薬事承認申請がなされています。

　また、アストラゼネカ社の新型コロナワクチンは、原則として40歳以上

　（ただし、他の新型コロナワクチンに含まれる成分に対してアレルギーがあり接種できない等、特に必要がある場合は18歳以上）

　が接種対象となっています。」

【引用文献】厚生労働省：新型コロナワクチンQ＆A　　https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0044.html　     （2021年12月10日閲覧）

7
ワクチン接種前

について

12歳以上の子どもと成人で

接種量、接種間隔、接種回数、

接種不適当者、接種要注意者等

異なる点はありますか

ファイザー社ワクチン（コミナティ）、武田/モデルナ社ワクチン共に12歳以上の子どもと成人で異なる点はありません。

なお、ファイザー社ワクチン（コミナティ）と武田/モデルナ社ワクチンでは接種量・接種間隔が異なります。

・ファイザー社ワクチン（コミナティ）　３週間　0.3mL

・武田/モデルナ社ワクチン　　　　　　　　　４週間　0.5mL

【参考文献】厚生労働省：新型コロナワクチンの有効性・安全性について

　　　　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html　　　     　(2021年12月10日閲覧）
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12歳以上の若年者への新型コロナワクチン接種Q＆A 　2021年12月10日更新
No. カテゴリー 質問 回答

8 副反応について

12歳以上の子どもに

新型コロナワクチン接種後の

副反応はありますか

子どものワクチンの副反応は、若年成人よりも若干多いぐらいです。

「高齢者と比べて思春期の子ども達、若年成人では接種部位の疼痛出現頻度は約90％と高く、接種後、特に2回目接種後に

　発熱、全身倦怠感、頭痛等の全身反応が起こる頻度も高いことが示されています

　（例：37.5℃以上の発熱は20代で約50％、50代で約30％、70代で約10％）。

　以上のことから、ワクチン接種を検討する際には本人および養育者に十分な接種前の説明と接種後の健康観察が必要である

　と考えます。」

【引用文献】日本小児科学会：新型コロナワクチン～子どもならびに子どもに接する成人への接種に対する考え方～(2021年11月2日)

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=374

ファイザー株式会社　コミナティ筋注添付文書第9版　https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/添付文書.pdf　　　(2021年12月1日閲覧）

9 副反応について 子どものワクチン接種後の副反応は、

他の年齢層との発生頻度の違いがありますか

ファイザー社のワクチン：

臨床試験の結果より、12歳～15歳は接種部位の痛み、疲労、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛、発熱の項目について、

16歳以上と比較すると関節痛以外の副反応の発生頻度が高い傾向がみられました。

【参考文献】

ファイザー株式会社　コミナティ筋注添付文書第9版

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/672212_631341DA1025_1_09　　　　（2021年12月10日閲覧）

1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目

接種部位の痛み 86.2 78.9 77.8 72.6 23.3 17.9 11.9 9.9

疲労　　　 60.1 66.2 41.5 55.5 40.6 24.5 28.7 20.2

頭痛　　　　　 55.3 64.5 34.5 46.1 35.1 24.4 26.9 19.6

悪寒　　　　 27.6 41.5 10.6 29.6 9.7 6.8 5.0 3.3

筋肉痛　　　 24.1 32.4 18.0 33.5 13.1 8.3 9.7 6.9

関節痛　　 9.7 15.8 9.9 20.5 6.8 4.7 6.0 4.5

発熱　　　 10.1 19.6 2.7 13.6 1.1 0.6 0.7 0.4

単位（％）

ワクチン群 偽薬群

12-15歳 16歳以上 12-15歳 16歳以上
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12歳以上の若年者への新型コロナワクチン接種Q＆A 　2021年12月10日更新
No. カテゴリー 質問 回答

武田/モデルナ社のワクチン：

臨床試験の結果より、12歳～17歳は接種部位の痛み、疲労、頭痛、悪寒、筋肉痛、関節痛、発熱の項目について、

18歳以上と比較すると筋肉痛・関節痛以外の副反応の発生頻度が高い傾向がみられました。

※なお、発熱に関しては添付文書に記載がないため空欄となっております。

【参考文献】

COVID-19ワクチンモデルナ筋注

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/400256_631341EA1020_1_07   　    （2021年12月10日閲覧）

10 副反応について

12歳～15歳の子どもが

ファイザー社ワクチン（コミナティ）接種後に

死亡や重篤な副反応、疾患増強効果(ADE)を

起こした例はありますか

海外におけるファイザー社の臨床試験では、ワクチン接種後の死亡例はなく、

重篤な有害事象はワクチンとの因果関係が否定されています。

2020年7月から開始されたファイザー社のm-RNAワクチン（コミナティ）における海外での臨床試験では、

12～15歳　2260例（ワクチン群1131例、偽薬群1129例）が参加し、解析が行われました。

その結果、データカットオフ日(2021年3月13日)までの死亡例はなく、

重篤な有害事象はワクチン群が5例、偽薬群が2例認められました。

いずれもワクチンとの因果関係は否定されています。また、疾患増強リスクを示唆する情報も確認されていません。

【参考文献】コミナティ筋注（コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2））試験の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000786351.pdf　　　　　　　　　　  　　　                    　　　(2021年12月10日閲覧）

11 副反応について
12歳以上の若年者に、ワクチン接種後に

アナフィラキシーがおきることはありますか

12歳以上の子どもにもアナフィラキシーはおきますが、大人に比べて大きな差はありません。

日本のアナフィラキシーの報告件数（ブライトン分類（※）に基づき専門家によりアナフィラキシーと評価された件数）は

以下の通りです。

・ファイザー社ワクチンは、10から19歳で、100万回接種当たり男性1.6件/女性1.2件の頻度で報告されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全年代においては、100万回接種あたり4件）

・武田／モデルナ社ワクチンは、10から19歳で、100万回接種当たり男性0.0件/女性3.5件の頻度で報告されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全年代においては、100万回接種あたり1.6件）

※ブライトン分類：厚生労働省専門部会で使用されているアナフィラキシーを評価する国際的な指標

【参考文献】第72回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会　2021年11月12日 p36-44

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000854107.pdf　　   　　　                        　　　　　　 　　　 　(2021年12月10日閲覧）

1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目

接種部位の痛み 93.1 92.4 83.7 88.2 34.8 30.3 17.5 17.0

疲労　　　 47.9 67.8 37.2 65.3 36.6 28.9 27.3 23.4

頭痛　　　　　 44.6 70.2 32.7 58.6 38.5 30.3 26.6 23.4

悪寒　　　　 18.4 43.0 8.3 44.2 11.1 8.0 5.8 5.6

筋肉痛　　　 26.9 46.6 22.7 58.0 16.6 12.5 13.7 12.4

関節痛　　 15.0 28.9 16.6 42.8 11.6 9.3 11.8 10.8

発熱　　　 ※添付文書に記載なし 0.8 15.5 ※添付文書に記載なし 0.3 0.3

単位（％）

ワクチン群 偽薬群

12-17歳 1８歳以上 12-17歳 1８歳以上
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12歳以上の若年者への新型コロナワクチン接種Q＆A 　2021年12月10日更新
No. カテゴリー 質問 回答

12
ワクチン接種後

について

子ども（12歳以上）に接種後に気になる症状が

でたときの対処はどのようにしたら

良いのでしょうか

「日常生活に支障をきたす程の発熱、疼痛、倦怠感が生じた場合、接種を行ってから1週間以内に胸痛、息切れ、動悸などを

　認めた場合、2～3日を超えてだるさなどが続く場合、その他気になる症状が出現した場合は、接種した医療機関、

　かかりつけの医療機関、もしくは接種された地域でワクチン接種後の症状への相談窓口にご相談ください。」

【引用文献】日本小児科学会　「新型コロナワクチン～子どもならびに子どもに接する成人の接種に対する考え方～」に関するQ＆A　（2021年11月2日）

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=379　　　　　　　　     (2021年12月10日閲覧）

なお、改善傾向が見られなかったり、症状が悪化してくる場合には、奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンターに

ご相談いただくほか、必要に応じて副反応対応協力医療機関へ受診してください。

★奈良県新型コロナワクチン　副反応コールセンター　TEL　0120-919-003　（24時間対応　土・日祝も対応しています）

https://www.pref.nara.jp/secure/245600/ko-rusenta-tirasi.pdf　　　　     　   　　　　　　　　 　　(2021年12月10日閲覧）

★奈良県新型コロナワクチン接種後の副反応協力医療機関一覧

https://www.pref.nara.jp/58959.htm　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　      　               　　  　(2021年12月10日閲覧）

6



12歳以上の若年者への新型コロナワクチン接種Q＆A 　2021年12月10日更新
No. カテゴリー 質問 回答

13
ワクチン接種後

について

子ども（12歳以上）が接種後に発熱した場合、

学校に登校しても良いですか

登校は避けてください。

発熱は副反応だけが原因ではない可能性がありますので、接種した医療機関やかかりつけの医療機関などに相談してください。

国内の医療関係者を対象にした健康調査の中間報告では、新型コロナワクチン接種後の発熱は、

接種後翌日までに起こることが多く、その多くは2日間以内に解熱しました。

また、ワクチン接種後の発熱は若年ほど多く、20代では2回目接種後の半数程度にみられるため、

12歳以上の子どもへの接種においては学校が休みとなる前日に接種を行うことなどの配慮も必要と考えます。

【引用文献】日本小児科学会　「新型コロナワクチン～子どもならびに子どもに接する成人の接種に対する考え方」～に関するQ＆A　（2021年11月2日）

http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=379

【参考文献】厚生労働省：新型コロナワクチンQ&A

　　　　　　https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/column/0008.html　　　     　　             　  　(2021年12月10日閲覧）

14 心筋炎・心膜炎について 心筋炎・心膜炎とはどのような病気ですか

感染症などにより、心臓の筋肉や心臓の周りを取り囲む心膜に炎症が起きる病気です。

・細菌やウイルスなどの感染によって心臓の筋肉に炎症が起こる病気で、健康な子どもでも発症することがあります。

　多くの心筋炎は、かぜや胃腸炎のような症状（下痢、嘔吐など）が先行し、その後、数時間から数日の経過で

　胸痛・息切れ・動悸などの症状が認められます。

・心筋炎は幅広い病像を示すとされますが、一般的な急性心筋炎に限ればその基本的な病状や経過は比較的単一で、

　炎症期が1 ～ 2週間持続した後に回復期に入る、とされています。

・2021年6月23日の第62回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会の資料には

　「すでに3 億2 千万人がワクチン接種している米国では、30 歳以下の若者のファイザーか武田/モデルナの新型コロナワクチン接種後の

　心筋炎・心膜炎は475 例（頻度0.0005%）報告され、ほとんどは完全に回復している。」とあります。

【引用文献】日本小児科学会　「新型コロナワクチン～子どもならびに子どもに接する成人の接種に対する考え方」～に関するQ＆A

　　　　　　（2021年11月2日）http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=379

【引用・参考文献】厚生労働省　第62回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会　資料１-５-1（2021年６月23日）

　　　　　　　　　P16、一般社団法人日本循環器学会提出資料　https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00023.html

                                                                                                                      　　　　　　          　　          (2021年12月10日閲覧）
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12歳以上の若年者への新型コロナワクチン接種Q＆A 　2021年12月10日更新
No. カテゴリー 質問 回答

10代・20代の男性はワクチン接種後に心筋炎・心膜炎の発症が他の年代・性別に比べて多いですが、新型コロナウイルスに感染した場合の発生頻度と比較す

ると極めて少ないです。ワクチン接種はご自身の意思に基づき、ご判断ください。

「・頻度としてはごく稀ですが、新型コロナワクチンの接種後に、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。

　　特に、1回目よりも2回目のmRNAワクチン接種後に、高齢者よりも思春期や若年成人に、女性よりも男性に、

　　より多くの事例が報告されています。」

【引用文献】厚生労働省　新型コロナワクチンQ＆A　https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0079.html）  　(2021年12月10日閲覧）

15

「・新型コロナウイルス感染症に感染した場合にも、心筋炎・心膜炎になることがあります。

　　感染症による心筋炎・心膜炎の頻度(15-39歳男性100万人当たり834)に比べると、

　　ワクチン接種後に心筋炎・心膜炎になる頻度(10代または20代男性100万人当たり3.7～28.8)は低いことがわかっています。

　・新型コロナワクチンは、発症予防効果などの接種のメリットが副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、

　　皆さまに接種をおすすめしています。しかしながら、ワクチン接種は、あくまでご本人の意思に基づき受けて

　　いただくものです。ご本人が納得した上で、接種をご判断ください。」

【引用文献】厚生労働省　新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について（2021年10月15日）

　　　　　　https://www.mhlw.go.jp/content/000844011.pdf　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021年12月10日閲覧）

日本循環器学会は

「・新型コロナウイルスワクチン接種後の急性心筋炎と急性心膜炎の発症率は、

　　新型コロナウイルス感染後の急性心筋炎と急性心膜炎の発症率に比較して極めて低い。

　・新型コロナウイルスワクチン接種後に発症する急性心筋炎と急性心膜炎の大半は軽症である。

　・新型コロナウイルスワクチン接種による利益は、ワクチン接種後の急性心筋炎と心膜炎の危険性を大幅に上回る。」

としています。

【引用文献】日本循環器学会　新型コロナウイルスワクチン接種後の急性心筋炎と急性 心膜炎に関する日本循環器学会の声明

　　　　　　https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/07/JCS_Statement_2021_03.pdf　　(2021年12月10日閲覧）

16
2回目のワクチン接種

について

武田/モデルナ社の新型コロナワクチン接種後に

心筋炎・心膜炎の発症が多いとききますが、

他のワクチン接種に変更することは

可能でしょうか。

10代・20代の男性は、武田/モデルナからファイザーに予約の変更が可能です。接種会場にご相談ください。

「・10代・20代の男性では、武田/モデルナ社のワクチンより、ファイザー社のワクチンの方が、

　　心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が低い傾向がみられました。

　・武田/モデルナ社のワクチンを予約中の方も、武田/モデルナ社のワクチンを1回目にすでに接種した方も、

　　ファイザー社のワクチンを希望する場合は、予約を取り直しいただければ、ファイザー社のワクチンを受けられます。

　・なお、ご本人または保護者が希望する場合には、武田/モデルナ社のワクチンを受けることもできます。」

【引用文献】厚生労働省　新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について　（令和３年10月15日）

　　　　　　https://www.mhlw.go.jp/content/000844011.pdf　　　　　　　　                 　　　　　　(2021年12月10日閲覧）

10代・20代の男性にワクチンを接種後、

心筋炎・心膜炎の発症が多いと聞きますが、

ワクチン接種をした方がよいでしょうか。

心筋炎・心膜炎

について
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