
せっしゅ かた だ ふくそう ねが

○ 接種しやすいように、肩の出しやすい服装でお願いします。
せっしゅご せっしゅかいじょう じょうたいかんさつ ふんていど ま

○ 接種後、接種会場にて状態観察のため、15～30分程度お待ち
じかん よゆう こ

いただきます。時間に余裕をもってお越しください。
つうじょう せいかつ もんだい はげ うんどう さ

○ 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動などは避けてください。
すうじつご しょうじょう ばあい しょうじょう ばあい

○ 数日後も症状がよくならない場合や、症状がひどい場合は、
いりょうきかん そうだん

医療機関にご相談ください。

子どもに対する新型コロナワクチンの有効性・
安全性などの詳しい情報については、厚生労働省
のホームページをご覧ください。

ホームページをご覧になれない場合は、お住いの
市町村等にご相談ください。

新型コロナワクチン接種に関して、健康面などで
相談したい場合は、こちらまでお問い合わせくだ
さい。

熊本県ワクチンに関する専門的相談窓口

TEL 096-285-5622

かくにん

確認

よやく

予約

せっしゅ

接種
とうじつ

当日

てもと せっしゅけん とど せっしゅばしょ よやく ほうほう かくにん

・ お手元に接種券が届きましたら、接種場所や予約の方法などを確認
してください。

せっしゅけん とど ばあい じゅうみんひょう しちょうそん と あ

・ 接種券が届かない場合、住民票がある市町村にお問い合わせ
ください。

せっしゅ う いりょうきかん せっしゅかいじょう

・ ワクチン接種を受けることができる、医療機関／接種会場
さが

を探します。
しちょうそん よやくほうほう

・ 市町村の予約方法（インターネット／コールセンターなど）
そ せっしゅ よやく

に沿って、接種の予約をしてください。
ふくはんのう むり にってい よやく

・ 副反応にそなえて、無理のない日程で予約しましょう。

さい こ せっしゅ ほごしゃ かた どうい た あ

・ ５～１１歳のお子さまの接種には、保護者の方の同意と立ち合いが
ひつよう

必要です。
とうじつ いか も もの わす せっしゅかいじょう じさん

・ 当日は以下の持ち物を忘れずに接種会場に持参してください。
せっしゅけん けん よしんひょう

○接種券（クーポン券） ○予診票
ぼしけんこうてちょう ほんにんかくにんしょるい けんこうほけんしょう

○母子健康手帳 ○本人確認書類（健康保険証など）

厚労 コロナ ワクチン 子ども 検 索

熊本県・公益社団法人熊本県医師会（監修）

さい さい こ

５歳から１１歳のお子さまへの
しんがた せっしゅ

新型コロナワクチンの接種がはじまりました。

まも

守ってほしい、たいせつなこと

しん がた せっしゅ

新型コロナワクチン接種について

正しい知識で考えましょう
ただ ち しき かんが

〈受付時間〉24時間対応（土日祝日含む） 2022年3月作成

せっしゅ なが

ワクチン接種までの流れ

はや う ひと う りゆう

★ ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由
ひと さまざま ひと

がある人など、様々な人がいます。

う う りゆう まわ ひと

★ ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの人
わる い ぜったい

を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にしてはいけま

せん。



ワクチンの必要性は？
しょうに ちゅうとうしょう じゅうしょうれい かくにん とく きそしっかん ゆう

■ 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
じゅうしょうか たか しょうに せっしゅ きかい ていきょう のぞ

など、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。
あら へんいかぶ りゅうこう そうてい しょうに たいしょう

国では、新た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、
せっしゅ すす

ワクチン接種を進めることとされました。

う からだ なか しんがた ようい

☆ ワクチンを受けると、体の中で、新型コロナウイルスとたたかう用意
からだ はい からだ ちょうし わる

ができます。ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなりにくくな

ります。

おお ひと う

☆ 多くの人がワクチンを受けることで、
しゃかい かんせん ひろ

社会で感染が広がりにくくなります。

かんせん ひろ う ひと びょうき

☆ 感染が広がりにくくなれば、ワクチンを受けられない人や病気などで
めんえき じゅうぶん ひと かんせん まも

免疫が十分でない人を感染から守ることができます。

う い か しょうじょう で にち

☆ ワクチンを受けると、以下の症状が出ることがありますが、２～３日
しぜん

で自然とよくなることがわかっています。
き も

・ねつ ・気持ちわるさ ・だるさ ・おなかをこわす

あたま

・頭のいたみ ・さむけ

とうじつ はい せいかつ もんだい

☆ 当日はおふろに入るなど、いつもどおりの生活をするのは問題ありま
うんどう

せんが、はげしい運動はやめましょう。

う て あら

☆ ワクチンを受けたあとも、手洗い・
しょうどく かんせんよぼうたいさく

消毒・マスクなどの感染予防対策を
つづ

続けましょう。

ワクチンをなぜ受けるの？

ワクチンを受けたあとは？

さい さい こ しんがた せっしゅ

５歳から１１歳のお子さまの新型コロナワクチン接種について

ふくはんのう

ワクチンの副反応は？
う あと ちゅうしゃ ぶぶん いた いちばん おお あらわ

■ ワクチンを受けた後は、注射した部分の痛みが一番多く現れます。ワクチンを
う あと しょうじょう けいど ちゅうていど あんぜんせい じゅうだい けねん

受けた後の症状は、ほとんどが軽度または中程度であり、安全性に重大な懸念
みと はんだん

は認められないと判断されています。

すうじついない お しょうじょう

■ 数日以内に起こることがある症状

かいがい こ しんきんえん はっしょう れい ほうこく

■ ごくまれですが、海外では子どもでも心筋炎を発症した例が報告されています。
しんがた せっしゅご しんきんえん ほうこくりつ さい だんし

アメリカでは、新型コロナワクチン接種後の心筋炎の報告率は、５～11歳の男子
ほう さい さい だんし ひく

の方が12～15歳や16～17歳の男子より低いとされています。
しんきんえん しんだん ばあい いっぱんてき にゅういん ひつよう おお

なお、心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多く
あんせい しんぜんかいふく

は安静によって自然回復します。

しょうじょう で わりあい

症状が出た人の割合
しょうじょう

症状
いじょう

50％以上
せっしゅ ぶ い いた ひろう

接種部位の痛み、疲労

10～50％
ずつう ちゅうしゃ ぶ い ほっせき は きんにくつう おかん

頭痛、注射した部位の発赤や腫れ、筋肉痛、悪寒

1～10％
げり はつねつ かんせつつう おうと

下痢、発熱、関節痛、嘔吐

う

こ

お子さまへ
ほ ご し ゃ かた

保護者の方へ

う

ひつ よう せい

（※）日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を
公表しています。日本小児科学会「新型コロナウイルス関連情報」

しゃ さいよう しよう

■ ファイザー社の５～１１歳用のワクチンを使用します。
つうじょう しゅうかん かんかく ごうけい かいせっしゅ

■ 通常、３週間の間隔をあけて、合計２回接種します。

しゅるい

ワクチンの種類は？


