
〇新型コロナワクチンの接種にあたっては、予防接種法第23条に「国は、国民が正しい理解の下に

予防接種を受けるよう、予防接種に関する啓発及び知識の普及を図るものとする。」と

規定されていることから、下記のとおり、国において情報発信が行われています。

〇奈良県では、県民の皆様が、予防接種に関する正しい理解を深めていただけるよう、

上記の情報を補完する形で 「Q&A」等を作成し公表しています。

■厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/

■厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A 」これは本当ですか？

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/truth/

■厚生労働省厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会)資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127713.html

■厚生労働省厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会)資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html

オミクロン株対応の新型コロナワクチンQ&A

【作成日】2022年 10月31日

【更新日】2022年 12月19日
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オミクロン株対応2価ワクチンとは、どのようなワクチンですか。Q1

A1 オミクロン株対応2価ワクチンには、従来株の成分と、オミクロン株の成分が
含まれています。オミクロン株の成分の違いにより、現在、オミクロン株対応
2価ワクチンは、BA.1型とBA.4ｰ5型の２種類があります。

【引用文献】
厚生労働省：新型コロナワクチンQ&A「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。」

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0137.html (2022年12月19日閲覧）

従来株

ワクチン ワクチン

従来株

オミクロン株
「BA.1」
または

「BA.4-5」

従来株ワクチン
【１価ワクチン】

オミクロン株対応ワクチン
【２価ワクチン】

＋

※オミクロン株対応2価ワクチン「BA.1型」と「BA.4-5型」は、ファイザー社とモデルナ社が薬事承
認されています。

※体内に抗体を形成する成分（抗原）の総量は、追加接種に使用する従来株と同じです。
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オミクロン株対応2価ワクチンの効果はどうですか。Q2

AA2 BA.1型、BA.4ｰ5型とも従来型ワクチンを上回る効果が期待されています。

【引用文献】
厚生労働省：新型コロナワクチン接種【第２報】オミクロン株対応2価ワクチンの種類が増えました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000999261.pdf 
第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年10月7日）03【資料１】 p25

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000999226.pdf (2022年12月19日閲覧）
「厚生科学審議会」「ワクチンの種類が増えました」

○BA.1、BA.4ｰ5は、いずれもオミクロン株の種類（亜系統）です（下図参照）。
そのため、BA.1型であっても、 BA.4ｰ5型であっても、現在流行の中心であるオミ
クロン株に対しては、従来型ワクチンを上回る効果が期待されています。

○また、 BA.1型であっても、
BA.4ｰ5型であっても、従来株
とオミクロン株の２種類の成分
があることにより、誘導される
免疫も、より多様な新型コロナ
ウイルスに反応すると考えられ
ます。

厚生労働省資料より抜粋<効果については、Q4をご参照ください。＞
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BA.1対応ワクチンとBA.4/5対応ワクチンとの違いはありますか。Q3

AA3 下記のとおりです。なおBA.1型、BA.4ｰ5型とも従来型ワクチンを上回る
効果が期待されています。（Q２参照）

【引用文献】

第33回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年7月22日）【資料１】 p16～20
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000968057.pdf

第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年10月7日）【資料１】 p25
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001004637.pdf

第39回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年10月20日）【資料１】 p12～17
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001003263.pdf

第40回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年11月2日）【資料１】 p20
https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001017429.pdf

第42回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年12月13日）【資料1】 p11～13

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001023190.pdf

(2022年12月19日閲覧）

種類 使用対象者 有効性 安全性
使用

している国

BA.1対応型
ワクチン

１２歳以上

人への実験で、従来のワクチンよ
りもBA.1系統に対する中和抗体
価が上昇する。BA.4ｰ5に対する
中和抗体価もBA.1系統よりも低
くなるものの上昇する。

従来型ワクチンと同等
との報告

英国、カナ
ダ、フラン
ス、ドイツ

BA.4ｰ5対応型
ワクチン

マウスによる実験で、起源株、デ
ルタ株、オミクロン株に対して幅
広い中和抗体の誘導が認められた
ことから、BA.5系統を含む幅広
い予防効果が期待される。

既に承認しているBA.1対
応型ワクチンから、安全
性が大きく変わる可能性
は低いと考えられる。

米国、フラ
ンス、ドイ
ツ、イスラ
エル、カナ
ダ

「第33回」 「第38回」

「第39回」 「第40回」 「第42回」
p42～49
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オミクロン株対応2価ワクチンの効果を示すデータはありますか。

オミクロン株対応ワクチンの追加接種には、オミクロン株の成分が含まれるため、

従来型ワクチンと比較した場合、オミクロン株に対する重症化予防効果、感染予防効果、
発症予防効果それぞれに寄与する免疫を、より強く誘導します。

ファイザー社臨床試験
初回接種および1回の追加接種（3回目接種）に、ファイザー社製ワクチン（従来株）の接種を受け、3回目接種から５～12ヵ月経過した

55歳を超える対象者に、2価のオミクロン株対応ワクチンおよび従来株ワクチンを4回目に接種したときの、4回目接種1ヵ月後の

オミクロン株BA.1系統に対する『血清中和抗体価』

Q4

A4

４回目接種前 ４回目接種後

オミクロン株対応ワクチン接種群 76.7（N=177) 711.0（N=178)

従来株ワクチン接種群 67.5（N=167) 455.8（N=163）

モデルナ社臨床試験
初回接種および1回の追加接種（3回目接種）に、モデルナ社製ワクチン（従来株）の接種を受け、 3回目接種から3ヵ月以上経過した

18歳以上の対象者に、 2価のオミクロン株対応ワクチンおよび従来株ワクチンを4回目に接種したときの、４回目接種28日後の

オミクロン株BA.1系統に対する『血清中和抗体価』 ４回目接種前 ４回目接種後

オミクロン株対応ワクチン接種群 298.1（N=334) 2372.4（N=334)

従来株ワクチン接種群 332.0（N=260) 1473.4（N=260）

オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、
持続期間が短い可能性があるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されています。

【引用文献】厚生労働省『オミクロン株に対応した２価ワクチンの接種が開始されます。』リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/000991111.pdf

厚生労働省：第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年9月14日） 03【資料１】 p15・16
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000989658.pdf
審査報告書：コミナティRTU筋注 ・スパイクバックス筋注、添付文書：コミナティRTU筋注 ・スパイクバックス筋注 (2022年12月19日閲覧） 「ワクチン分科会」「リーフレット」

審査報告書のデータに基づく

（※ファイザー社及びモデルナ社ともBA.1対応型ワクチンの資料を引用しています。）
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モデルナ社臨床試験

【引用文献】

第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年9月14日）03【資料１】 p17・18
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000989658.pdf

審査報告書：コミナティRTU筋注 ・スパイクバックス筋注、 添付文書：コミナティRTU筋注 ・スパイクバックス筋注
(2022年12月19日閲覧）

オミクロン株対応2価ワクチンの安全性はどうですか。Q5

A5

ファイザー社臨床試験

4回目接種後の症状発現割合（％）

オミクロン株対応

N=437  ※1 N=436

従来株

N=350 ※2 N=351

注射部位
疼痛

77.3 76.6

疲労 54.9 51.4

頭痛 43.9 41.1

筋肉痛 39.6 38.6

悪寒 23.8 21.1
関節痛 31.1 31.7
発熱

（38.0℃以上）
4.4 ※１ 3.4 ※2

初回接種および1回の追加接種（3回目接種）に、
ファイザー社製ワクチン（従来株）の接種を受け、
3回目接種から５～12ヵ月経過した55歳を超える対象者に、
2価のオミクロン株対応ワクチンおよび従来株ワクチンを4回目に
接種したときの安全性の検討（いずれも感染歴なし）

初回接種および1回の追加接種（3回目接種※）に、
モデルナ社製ワクチン（従来株）の接種を受け、
3回目接種から3ヵ月以上経過した18歳以上の対象者に、
2価のオミクロン株対応ワクチンおよび従来株ワクチンを4回目に
接種したときの安全性の検討（いずれも感染歴なし）
※承認用量：初回免疫 0.5mL、追加免疫 0.25mL

4回目接種後の症状発現割合（％）

オミクロン株対応

N=301

従来株

N=298

注射部位
疼痛

58.1 60.1

疲労 49.2 45.3
頭痛 33.6 26.5

筋肉痛 22.3 19.8
悪寒 13.0 16.4

関節痛 11.3 9.1
発熱

（38.0℃以上）
5.0 3.7

「厚生科学審議会」

（※ファイザー社及びモデルナ社ともBA.1対応型ワクチンの資料を引用しています。）

海外の臨床試験において、ファイザー社製およびモデルナ社製のオミクロン株対応2価

ワクチンの安全性について、従来型ワクチンと概ね同様であり、現時点で重大な懸念は

認められないと判断されました。
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Q6

A6

オミクロン株対応2価ワクチンはどのような人が接種対象になりますか。

【参考・引用文献】
厚生労働省：新型コロナワクチン接種【第３報】接種可能な間隔が３か月になりました
https://www.mhlw.go.jp/content/001004214.pdf

厚生労働省：令和４年秋開始接種のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/001014096.pdf

(2022年12月19日閲覧）

12歳以上で、初回（１･２回目）接種を完了し、最終接種から３か月以上

経過しているすべての方が対象です。ひとり１回接種できます。

オミクロン株対応２価ワクチンの種類
１・２回目接種 ３回目以降の接種

１２歳以上 １２歳以上

ファイザー社ワクチン
【BA.1対応型/BA.4-5対応型】

×（従来型のみ可） ○

モデルナ社ワクチン
【BA.1対応型/BA.4-5対応型】

×（従来型のみ可） ○

○新型コロナの従来株とオミクロン株に対応したワクチン（「オミクロン株対応2価ワクチン」）の接種は、

初回接種（１・２回目接種）を完了した１２歳以上の全ての方が対象で、一人１回接種できます。

接種の対象と使用するワクチン

○１・２回目接種を完了した12歳以上で、最終接種から３ヵ月以上経過している方は接種可能です。

○例えば、９月15日に従来株ワクチンを接種した方は、12月15日からオミクロン株対応２価ワクチンを接種できます。

○詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

新型コロナワクチン接種
【第３報】接種可能な間
隔が３か月になりました

令和４年秋開始接種のお
知らせ
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オミクロン対応2価ワクチンの海外での状況はどうですか。Q7

A7

国・地域 追加接種予定対象者 追加接種に関する方針（接種間隔、使用ワクチン等）

米国
• 5歳以上の者に対する追加接種を推奨

（CDC 2022年10月12日）

• ５歳以上の者に対してオミクロン株対応ワクチン（ファイ
ザー社又はモデルナ社※1、BA.4ｰ5対応型）の使用を推奨。
前回接種から少なくとも２か月の間隔を空けて接種が可能。
（CDC※ 2022年10月12日）

• （2022年12月9日の声明で、生後６か月から５歳に対する
３回目接種※２としてオミクロン株対応ワクチンを使用で
きると表明。）

英国

• 追加接種が提供されるべき：
高齢者向け介護の入居者とスタッフ、
第一線の医療・社会福祉従事者、
50歳以上の者、5ｰ49歳のハイリスク者、
免疫抑制者と家庭内接触のある5-49歳の者、
16ｰ49歳の介護者

（2022年7月15日）

• 12歳以上の対象者に対してはオミクロン株対応ワクチン
（ファイザー社又はモデルナ社※１、BA.1対応型）または従
来型ワクチンが使用されるべき。
5-11歳の対象者に対しては従来型ワクチンが使用されるべき
（2022年9月3日）

• 前回接種から少なくとも3ヵ月の間隔を空けて
接種されるべき（2022年8月15日）

カナダ

• 追加接種が提供されるべき：
65歳以上の高齢者、長期療養施設入所者や
その他施設に居住する高齢者、
12歳以上で基礎疾患を有する者、
先住民集落居住者又は出身者、
特定の人権や社会から疎外された
コミュニティーに属する者、
12歳以上の共同生活者

• 追加接種し得る：
12-64歳の者
（2022年6月29日）

• 12歳以上の対象者に対してオミクロン株対応ワクチン
（ファイザー社BA.4－5対応型、モデルナ社※１BA.1対応型
又はBA.4-5対応型）が提供されるべき。（2022年11月3日）

• 前回の新型コロナワクチン接種から６ヵ月以上の間隔を空け
て接種し得る。疫学的状況や実施の容易さに応じて
接種間隔は最短３ヵ月まで短縮し得る。（2022年9月1日）

• （2022年12月9日の声明で、5－11歳の小児に対する追加接
種としてオミクロン株対応ワクチン（ファイザー社BA.4-5 
対応型）を使用することが好ましいと表明。）

オミクロン株対応ワクチンを使用した2022年秋以降の追加接種方針が
各国から発表されています。 （2022年12月９日時点）

※ CDC：米国疾病予防管理センター 次ページへ 8



国・地域 追加接種予定対象者 追加接種に関する方針（接種間隔、使用ワクチン等）

フランス

• 追加接種を推奨：
60歳以上の者、療養施設入居者、１２
歳以上の免疫不全の者、１２歳以上の
重症化リスクのある者、妊娠中の者、
弱者の近くにいる１２歳以上の者、
医療・社会福祉従事者。（保健省，

2022年10月6日）

• 12歳以上の対象者はオミクロン株対応ワクチン（ファイザー社
又はモデルナ社※１、BA.1対応型又はBA.4ｰ5対応型）を
使用する。（HAS，2022年11月9日）

• 最短接種間隔は6ヵ月。
但し、80歳以上の高齢者、療養施設入居者、
免疫不全の者については3ヵ月。（2022年10月6日）

ドイツ
（2022年秋以降の追加接種について

発表なし）

（2022年11月17日に推奨を更新し、追加接種について以下の内容を発
出。
• 12歳以上の者に対する追加接種としてオミクロン株対応ワクチン

（ファイザー社又はモデルナ社※３、BA.1対応型又はBA.4ｰ5対応
型）を使用することが好ましい。

• 前回接種から6ヵ月以上の間隔を空けて接種を推奨するが、正当な
理由があれば最短4ヵ月まで短縮し得る。但し、免疫不全の対象者
は前回接種から3ヵ月以上の間隔を空けて接種を推奨）

イスラエル

• 追加接種を推奨：
65歳以上の者、医療従事者、
介護施設の入居者及び介護者、
基礎疾患を有する者、
免疫抑制剤服用者、受刑者及び看守、
学校・保育園の先生、妊娠中の者。

• 追加接種し得る：
12歳以上の全ての者

• 12歳以上の対象者はオミクロン株対応ワクチン（ファイザー社
BA.4ｰ5対応型）を使用する

• 前回接種から少なくとも3ヵ月の間隔を空けて接種される
（2022年9月20日）

次ページへ

A7 続き
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【引用文献】第42回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会（2022年12月13日）【資料1】p16・17

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001023190.pdf (2022年12月19日閲覧）

国・地域 追加接種予定対象者 追加接種に関する方針（接種間隔、使用ワクチン等）

国際連合 （未発表）

（2022年10月17日の声明で、オミクロン株対応ワクチンを追加
接種として使用することで、オミクロン株及びその系統への
免疫を強化する可能性があると表明）

（2022年5月17日の声明で、冬期がある国々では、
初回シリーズの完了率やハイリスクグループへの
追加接種率を向上させる必要があると表明）

ＥＵ

（2022年9月6日の声明で、オミクロン株対応
ワクチンの追加接種の対象者に関して
以下の推奨が発出されている。）

• 追加接種が優先的に実施されるべき
 重症者リスクの高い者：高齢者、

免疫不全の者、妊婦、
基礎疾患を有する

12歳以上のハイリスク者
 長期介護施設の入居者及び職員

• 追加接種が検討されるべき
医療従事者

• 使用するワクチンの種類よりも適切なタイミングでの
接種が重要。オミクロン株対応ワクチンがまだ利用でき
ない場合、従来型ワクチンの使用を検討するべき
（2022年9月6日）

（5歳以上に対してオミクロン株対応ワクチン（ファイザー社
及びモデルナ社、BA.1対応型及びBA.4-5対応型）※４が承認さ
れている。
前回接種から最短3か月の間隔を空けて追加接種し得る。）
（2022年12月6日の声明で、各国当局は必要に応じてオミクロ
ン株対応ワクチン（BA.1対応型及びBA.4-5対応型）の初回シ
リーズとしての使用を決定し得ると表明。）

A7 続き

※４ 但し、5-11歳に対してはファイザー社BA.4-5対応型のみ承認。

※１ 但し、モデルナ社のオミクロン株対応ワクチン（BA.1対応型、BA4-5対応型）は、各国で次の年齢に対して推奨されている。米国：6歳以上、英国・カナダ：18歳以上、フランス：30歳以上。

※３ 但し、モデルナ社のオミクロン株対応ワクチン（BA.1対応型、BA.4-5対応型）は、ドイツで30歳以上に推奨されている。

※２ 生後６か月から５歳におけるモデルナ社ワクチンの初回シリーズ（計２回）完了後の追加接種としてモデルナ社オミクロン株対応ワクチン（BA.4-5対応型）を、
生後６か月から４歳におけるファイザー社ワクチンの初回シリーズ（計３回）の３回目接種としてファイザー社オミクロン株対応ワクチン（BA.4-5対応型）を使用出来る。
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オミクロン株対応２価ワクチンについて参考となる資料はありますか。Q8

A8 厚生労働省は、オミクロン株に対応した２価ワクチンについて
リーフレットを作成しています。

2022年9月16日

【第１報】

オミクロン株対応２価ワクチン接種の
お知らせ

2022年10月21日

【第２報】

オミクロン株対応2価ワクチンの種類が
増えました

https://www.mhlw.go.jp/content/000991111.pdf

2022年10月21日

【第３報】

接種可能な間隔が３か月になりました

https://www.mhlw.go.jp/content/000999261.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001004214.pdf

2022年12月14日

令和４年秋開始接種のお知らせ

https://www.mhlw.go.jp/content/001014096.pdf 11


