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令和３年９月９日

　広島県医師会では毎年9月9日（救急の日）に、救急医療
の知識や対処法の知識を身に付けていただくべく、一般の
方々に向けて、分かりやすい内容の小冊子を作成しており
ます。
　今年は「新型コロナワクチンの副反応」をテーマに広島
市立広島市民病院　救命救急センターセンター長の西野繁
樹先生にご執筆いただきました。
　令和元年12月に中国·湖北省武漢市で見つかった原因不
明の肺炎は、後にCOVID-19（新型コロナウイルス感染症）
と名付けられました。この新型コロナウイルスは、現在も
変異を続けながら全世界で猛威を振るっています。発症予
防として最も有効な対策のひとつがワクチンの接種です。
先行して取り組まれた高齢者はもとより、できるだけ多く
の若年層の方々に安心して接種を受けていただく必要があ
ります。
　新型コロナワクチンの副反応に対する不安を払拭するた
めにも、まずは本書をご一読いただき正しい知識を身に付
けていただければ幸いです。
　希望される全ての県民の皆さまに安心してワクチン接種
を受けていただけるよう、広島県医師会は行政および市区
郡地区医師会と連携し、「オール広島」でより接種体制を
強化してまいります。1日でも早く新型コロナウイルス感
染症を終息できるよう、共に頑張りましょう。



1

も 　 く 　 じ

１　�新型コロナウイルスワクチンに関する
　　Q&A（ワクチンについてはまずはここを見てね (^^)）
　　　　　…………………………………  3

２　�新型コロナウイルス感染症のおさらい
　　　　　……………………………… 15

３　�新型コロナウイルスワクチンに関する
　　詳しい説明
　　　　　……………………………… 23



2

はじめに

　昨年９月の広島県医師会救急小冊子は「呼吸器感染対策」と

題して、新型コロナウイルス感染症対策について書かれていま

した。

　その巻頭で、「ワクチンのない感染症」と記された新型コロナ

ウイルスは、令和２年、３年と世界中で猛威を振るい、世界中

で莫大な数の感染者が発生し、その結果多数の尊い命が奪われ

ました。

　そして令和３年９月現在、新型コロナウイルスに対するワク

チンが開発され、わが国においても急速にワクチン接種が進め

られようとしています。

　再度、新型コロナウイルス感染症についてまとめ、安心して

ワクチンを受けていただけるように、副反応を中心にワクチン

についてご説明します。

令和3年9月9日

広島市立広島市民病院　救命救急センター

西　野　　繁　樹
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1新型コロナウイルスワクチンに関するQ&A
（ワクチンについてはまずはここを見てね (^^)）
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新型コロナウイルスは人類が初めて遭遇するウイルスなので無
防備な状態です。ワクチン接種することでウイルスに対する免

疫をつけ、症状が出ることを防いだり、重症化を予防したりするこ
とが明らかとなっています。最近の研究では感染自体を防げる可能
性も報告されています。

Q１の答えのように、ワクチンは接種した個人を守ることに加
えて、多くの人がワクチン接種をすることで感染拡大を防ぐこ

とができ、結果として感染が減りワクチンを接種できない人も含め
て社会全体が守られると考えられますので、できるだけ多くの方に
ワクチン接種をお願いしています。

ワクチン接種で、ウイルスに対する飛び道具の抗体や、ウイル
スを撃退する免疫細胞が体の中に準備され、いざウイルスが侵

入しようとした時に戦うことができるからです。

Q1 なぜワクチン接種するのですか？

A

Q2 ワクチン接種した方が良いですか？

A

Q3 ワクチンはなぜ効くのですか？

A
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ワクチンの種類によっても異なりますが、ワクチン接種で感染
による症状の発現を90％以上防げています。

今回の新型コロナウイルスワクチンは筋肉注射します（肩の三
角筋という筋肉）。ファイザー（コミナティ）では３週間、モデ

ルナでは４週間間隔を空けて２回接種します。

日本以外の国では、ワクチンは筋肉注射されることが主流です。
筋肉には血流が豊富で免疫に関係する細胞も多く存在するため

ワクチンによる免疫が獲得しやすいと考えられます。

Q4 ワクチンの効果（効き目）はどれくらいですか？

A

Q5 ワクチン接種の方法を教えてください。

A

Q6 新型コロナウイルスワクチンはなぜ筋肉注射するのですか？

A
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風評によるワクチンの危険性の指摘はほとんどが根拠の無いも
のです。ワクチンの詳しい説明をご覧ください。また、ワクチ

ンによる副反応についても正しく理解して冷静に判断し、対応する
ことで大きな危険はないと判断されます。

痛みの感じ方は個人差がありますが、注射した時の痛みは今ま
での皮下注射よりも痛みを感じる人は少ないようです。時間が

経って注射部位の腫れや痛みが出ることもあります（副反応の項目
を参照）。

持病で飲んでいる薬の作用や病気の種類によっては出血しやす
い（止血しにくい）方もいますので、あらかじめかかりつけ医

にワクチンを接種して良いか確認してください。接種時には予診医
や看護師に、その内容を伝えてください。がんや特殊な免疫疾患の
場合にはワクチン接種の時期を考慮しないといけない場合もありま
すので、かかりつけ医に相談されるこ
とをオススメします。また、注射が苦
手な人、過去に注射などで気分不良を
起こしたことがある人は事前にそのこ
とを申告してください。

Q7 ワクチンは危なくないですか？

A

Q8 筋肉注射は痛くないですか？

A

Q9 ワクチンの注射で注意することは？

A
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基本的にワクチン接種が推奨されますが、かかりつけの産婦人
科の先生にご相談ください。授乳中のワクチン接種は特に問題

なく、母乳への抗体の移行は赤ちゃんの免疫の助けになることが期
待されています。

ワクチンの種類によって国の決めた接種のルールが異なります。
ファイザーでは12歳以上、モデルナでは18歳以上で接種可能

です（＊）。子どもさんへの接種は、かかりつけ医などに直接相談でき
る個別接種がオススメです。

＊：モデルナも12歳以上になる予定です

Q10 妊娠中や授乳中はワクチン接種しても大丈夫ですか？

A

Q11 子どもに新型コロナウイルスワクチンは接種できますか？

A

Moderna OKModerna OK
Pfizer OKPfizer OKPfizer OKPfizer OK
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アレルギーの原因はさまざまです。ワクチンに含まれる成分が
アレルギーの原因物質かどうか、事前に担当医師にご確認くだ

さい。今回のワクチンの成分が直接の原因でなければワクチン接種
は可能ですが、ワクチン接種後の観察時間を延ばすなどの対応をさ
れる場合があります。

かかりつけ医に相談してください。ワクチン接種会場では医師、
看護師など医療スタッフがいますので、接種後のアレルギー症

状などで対応が必要になった場合は適切に対応します。接種前（予
診時）に必ずお話ください。

ワクチン接種後は原則15分経過観察します。持病やアレルギー
の既往などに応じて30分まで経過観察の時間を延長すること

があります。ワクチン接種直後に、めまい、吐き気、血圧低下など
が起こることがあります。また接種した翌日になって、注射部位に
痛みや腫れ、筋肉や関節の痛み、頭痛、倦怠感、発熱などが見られ
ることがあります。これらは通常数日以内（多くは、２～３日）で
治まります。症状が強い場合は市販の解熱鎮痛剤の内服で対応して
いただけます。気になる体調変化は、ワクチン接種を受けた医療機
関（個別接種）や広島県の窓口（新型コロナウイルスワクチン接種
コールセンター：082-513-2847）にご相談ください。

Q12 アレルギー体質ですがワクチン接種は大丈夫ですか？

A

Q13 重度のアレルギー反応の既往があります。どうしたら良いですか？

A

Q14 接種後の体調変化が心配です。

A
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アナフィラキシーは薬や食物が体内に入ってから短時間に見ら
れる全身性のアレルギー反応です。体や喉のかゆみ、じんま疹、

息苦しさ、腹痛など２つ以上の臓器にわたって症状が見られます。
アナフィラキシーの中でも、急激な血圧低下や意識障害を伴う場合
を「アナフィラキシーショック」と呼びます。これらはすぐに治療す
る必要があり、接種会場での初期治療に加えて医療機関での治療
が実施されます。

米国での報告では、アナフィラキシーを起こした方の90％が
接種後30分以内に症状が現れていました。

倒れたりしてけがをしないように安全を確保して、ワクチン接
種を受けた医療機関（個別接種）や広島県の窓口（新型コロ

ナウイルスワクチン接種コールセンター）にご相談ください。

Q16 アナフィラキシーは接種後どれくらいで起きますか？

A

Q15 テレビでよく聞くアナフィラキシーとはどのようなものですか？

A

Q17 接種会場・施設を出た後に体調変化に気づいたらどこに、誰に相談したら良いですか？

A

広島県
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現在日本で使用されるワクチンは十分な効果を得るために２回
接種が必要です。

一度感染するとある程度の免疫はできていると考えられます
が、研究の結果、ウイルス感染した人よりもワクチン接種を受

けた人の方が抗体がたくさんできていることが分かっています。感
染を経験した方もワクチン接種は可能です。ワクチンの副反応が２
回目接種後の方が強くなることから既感染者で１回目の接種時の副
反応が強かった場合は、広島県の窓口（新型コロナウイルスワクチ
ン接種コールセンター：082-513-2847）にご相談いただくか、
ワクチン接種の予診時にご相談ください。

原則的には別の場所での接種も可能ですが、ご注意いただきた
い点があります。大規模集団接種や職域接種では、現在モデル

ナ社製ワクチンを使用しています。それ以外ではファイザー社製な
ので、種類の異なるワクチン接種となり、現在はこの組み合わせは
不可となります。

優先接種のタイミングを過ぎた場合は、一般の方が接種する時
期に（現在）受けることができますのでご安心ください。

Q18 ワクチン接種は1回だけでも良いですか？

A

Q19 新型コロナウイルス感染症に一度かかったのですが、ワクチンは打った方が良いですか？

A

Q20 １回目と２回目を異なる会場・医療機関で接種できますか？

A

Q21 優先接種の時期にワクチン接種できませんでした。どうしたら良いですか？

A



11

全額公費のため、無料で接種できます。集団接種の会場によっ
ては主要駅からの無料送迎など利用可能な場合があるので、

各会場の案内をご確認ください。

会場や混み具合にもよりますが、接種の流れとしては、受付→
予診票記入／確認→医師の予診→ワクチン接種→経過観察です。

30分から１時間程度になると思います。

お住まいの（住民票の）市町にお問い合わせください。再発行
が可能です。

肩（三角筋）に注射しますので、半袖のシャツなど肩の出しや
すい服装でお越しください。持参物は、接種券の封筒に同封

したご案内にありますが、「接種券（会場では再発行できません）」、
「予診票（かかりつけ医があれば事前に確認してもらってくださ
い）」、「本人確認書類（免許証やマイナンバーカードなど生年月日や
住所の確認ができるもの）」、「健康保険証（副反応などで受診する
場合に備えて）」、「お薬手帳（お持ちの方は予診票とあわせてかかり
つけ医に確認してもらってください）」をご持参ください。

Q22 ワクチン接種にかかる費用（会場で）は？

A

Q23 ワクチン接種にかかる時間（会場で）は？

A

Q24 接種券を紛失した場合どうしたらよいですか？

A

Q25 接種時の服装、持参物は？

A
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ワクチン接種までの流れ
以下は、広島市での流れをHPからの引用で示します。

ワクチンクーポン券が届く：もう届いている

ご自分の医療情報を確認する：かかりつけ医に相談
　　　　　　　　　　　　　：お薬手帳を確認

接種会場を探し、予約する
　：電話やインターネットで予約
　：広島県では住所地以外でも接種可能になりました

接種会場に行ってワクチン接種
　：予約時間に行く（あまり早くはダメ）
　：持ち物忘れないように
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接種回数：医療従事者(2/18～）、高齢者+ (4/12～)
接
種
回
数

(万
人

)
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医療従事者1回目 医療従事者2回目 高齢者+ 1回目 高齢者+ 2回目
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R3.6.14
R3.6.21
R3.6.28
R3.7.5
R3.7.15
R3.7.19
R3.7.26
R3.7.29

約12万人

　2021年２月18日から医療従事者への優先接種が始まり約12万
人に24万回の接種が終了しています。
　４月12日から65歳以上の高齢者から始まる一般住民への接種が
始まり、７月末で90万人に150万回のワクチンが接種されています

（広島県の12歳以上人口は約250万人、65歳以上の高齢者は81
万人です）。
　６月からは職域接種も加わり、さらにワクチン接種が進むことが
期待されています。

  広島県のワクチン接種状況

広島県 HP（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/59/corona-vaccine.html）から引用
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2新型コロナウイルス感染症のおさらい

CDC
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　コロナウイルスとは、もともと風邪（感冒）の原因病原体でわれ
われ人間にとっては馴染みのあるウイルスでした。
　2002年に中国で発生した SARS（重症急性呼吸器症候群）、
2012年以降に中東で発生している MERS（中東呼吸器症候群）の
原因ウイルスもコロナウイルスの仲間です。これらのウイルスでは重
篤な患者が多く発生しました。
　新型コロナウイルスは2019年12月に中国 · 湖北省武漢市で原因
不明の肺炎として見つかり、後にコロナウイルスの新型であること
が判明し、SARS-CoV-2と命名されました。
　現在 SARS-CoV-2は、ヒトからヒトへ感染し、世界中で大流行
し、さらに遺伝子の変異により感染力の強まった変異株（イギリス
型／アルファ株、南アフリカ型／ベータ株、ブラジル型／ガンマ株、
インド型／デルタ株）が広まっています。

新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真
（国立感染症研究所）

１）新型コロナウイルス：SARS-CoV-2



17

＊中国における約 4万症例の解析結果を参考に作成（Wu. JAMA 2020）．年齢や基礎疾患などによって，
重症化リスクは異なる点に注意．

　SARS-CoV-2に よ る 感 染 症 の こ と を COVID-19（2019年
に発見されたコロナウイルス／CoronaVirus による感染症／
Infectious Disease）と呼びます。

　SARS-CoV-2は気道（喉の奥や肺）で増殖すると考えられ、痰
や唾液中に感染力のあるウイルスが存在するため、飛沫によ
る感染が主体と考えられています。

　感染すると、初期の症状はインフルエンザや風邪（感冒）に似て
おり区別は難しいと考えられています。
　新型のウイルスでほとんどの人に免疫／抵抗力がないため「指定
感染症」に指定されています。そのため、保健所に届出し、入院勧
告を含む療養の措置が行われています。
　症状は、発熱、咳、倦怠感などが多いですが、味覚障害（17.1%）
や嗅覚障害（15.1%）は特徴的といわれており、下痢も約１割にあ
ります。
　日本でのデータでは62％が酸素投与も不要な軽症、30％で酸
素投与が必要な中等症で、さらに人工呼吸器管理や ECMO（人工
肺）が必要であった重症例は９％で、死亡率は7.5％と報告されて
います。

　SARS-CoV-2は気道（喉の奥や肺）で増殖すると考えられ、痰
重 要

２）新型コロナウイルス感染症：COVID-19

新型コロナウイルス感染症診療の手引き第5.1版（https://www.mhlw.go.jp/content/000801626.pdf）から引用
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　重症になるにつれて胸の写真や CT では肺炎像が強まります。
　一般的に高齢者は重症化しやすいといわれています。さらに、が
ん、呼吸器疾患 (COPD)、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、
肥満 (BMI ≧30)、喫煙などが重症化しやすい危険因子と考えられ
ています。
　昨年の前半と後半で比較すると重症化率、死亡率は全年齢層で
低下（改善）しています。一方で、日本では高齢者へのワクチン接
種が進みましたが、64歳以下のワクチン接種できていない年齢層
での感染者の増加と重症化も懸念されています。
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診断された人のうち、重症化する場合（％）
年代（歳）

診断月

60代女性（中等症 II） 40代男性 
（重症）

新型コロナウイルス感染症診療の手引き第5.1版（https://www.mhlw.go.jp/content/000801626.pdf）から引用

厚生労働省（2021年8月版）新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する11の知識（https://www.mhlw.go.jp/
content/000788485.pdf）から引用
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　ウイルスの遺伝子の一部を増幅して検
出する PCR 検査が最も検出の感度が高
いと考えられ、現在は唾液からの検査も
可能です。変異種の検査にも使われます。
　抗原定性検査はウイルスの破片からウ
イルスのタンパク質を検出する方法で、
迅速検査（待っている間に結果が出る、
インフルエンザと同じ）が可能です。

新型コロナウイルス感染症：検査

PCR 検査機器

唾液採取

【鼻腔及び鼻咽頭】

【鼻腔(鼻前庭)】 【鼻咽頭】

検査の対象者
核酸検出検査 抗原検査（定量）抗原検査（定性）

鼻咽頭 鼻腔 唾液 鼻咽頭 鼻腔 唾液 鼻咽頭 鼻腔 唾液

有症状者
（症状消退
者を含む）

発症から
９日目以内 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

発症から
10日目以降 ○ ○ － ○ ○ － △ △ ×

無症状者 ○ － ○ ○ － ○ － － ×

新型コロナウイルス感染症診療の手引き第5.1版（https://www.mhlw.go.jp/content/000801626.pdf）から引用・改変

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 HP（https://www.
roche-diagnostics.jp/ja.html）から引用

〔詳細は『新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針・第４版』を参照〕
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　新型コロナウイルスに感染した人は、発症（症状の出る）２日前
から、発症後は10日程度の間、他の人に感染させる可能性があり
ます。特に、発症の前後（感染力の強い時期）で排出するウイルス
量が増えると考えられていますので、この間は症状がなくても不要
な外出を控えるなど感染防止に努める必要があります。
　新型コロナウイルス感染症と診断された人の中で実際に他の人に
感染させているのは２割程度と考えられています。

　そのため「感染防止対策を取らずに３密の環境で多くの人」に
接触することがなければ、新型コロナウイルス感染症の流行を抑
えることができます。

COVID-19予防対策上の注意すべき場面

　そのため「感染防止対策を取らずに３密の環境で多くの人」に
重 要

場面① 飲酒を伴う懇親会等
● 飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下する。
また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。
● 特に敷居などで区切られている狭い空間に、
　長時間、大人数が滞在すると、感染リスクが
　高まる。
● また、回し飲みや箸などの共用が
　感染のリスクを高める。

場面② 大人数や長時間におよぶ飲食
● 長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、
　深夜のはしご酒では、短時間の食事に比べて、
　感染リスクが高まる。
● 大人数、例えば５人以上の飲食では、
　大声になり飛沫が飛びやすくなるため、
　感染リスクが高まる。
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場面③ マスクなしでの会話
● マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染で
の感染リスクが高まる。
● マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。
● 車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

場面④ 狭い空間での共同生活
● 狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が共有されるため、感
染リスクが高まる。
● 寮の部屋やトイレなどの共用部分での感染が
　疑われる事例が報告されている。

場面⑤ 居場所の切り替わり
● 仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環
境の変化により、感染リスクが高まることがある。
● 休憩室、喫煙所、更衣室での
　感染が疑われる事例が
　確認されている。

内閣官房 HP（https://corona.go.jp/proposal/）から引用





23

3新型コロナウイルスワクチンに関する
詳しい説明
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【ワクチンの目的】
　SARS-CoV-2は新しいウイルスで、ほとんどの人は免疫を持たな
いため容易に感染し、感染拡大します。
　ウイルスに感染する前に、免疫をつけることで感染しにくい、重
症化しにくい体を作ることが望まれます。
　ワクチンは打った人に効果があることは当然ですが、地域の一定
以上の住民がワクチンで免疫をつけること（集団免疫）で、地域集
団の免疫力が高まり感染爆発のような事態を防止することが期待さ
れます。

【ワクチン、予防接種とは何ですか？】
　感染症にかかるとその原因となる病原体（ウイルスや細菌など）
に対する「免疫」ができます。
　ワクチンは、感染することから
免疫ができる体の仕組みを使って、
免疫をつけるために使われる医薬
品です。
　予防接種とは、こうした目的にワ
クチン接種をすることをいいます。

【ワクチンの種類】
　ワクチンは一種の擬似感染です。ウイルスという人の体にとっての
異物を免疫細胞に認識させることで免疫が獲得されます。
　免疫細胞に「異物」だと認識させるためにウイルスやウイルスの
パーツを一定の量以上投与することで免疫を誘導するのがワクチン
です。その「異物」の投与の方法の違いがワクチンの種類の違いに
なっています。従来型ワクチンには「生ワクチン」、「不活化ワクチン」

ワクチンとは？
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「組替えタンパクワクチン」などがあります。
　これらのワクチンの最大の違いは、「生ワクチン」は一時的な感染
を起こすのに対して、それ以外は感染力のないウイルスのパーツを
使用するので、理論上感染は起こり得ないということです。
　生ワクチンは、一度感染すると免疫ができるというワクチンの原
型である「種痘」の考えで使われています。感染して免疫誘導され
るのが本来の免疫のでき方です。
　しかし、生ワクチンには感染／発症の危険性があるため、免疫が
誘導される一定の量以上の「異物」を他の方法で投与するさまざま
な工夫がなされて、多くの種類のワクチンが開発されています。

新しく開発されたワクチン、今回の新型コロナウイルスワクチン
もこうしたウイルスのパーツだけを使う免疫誘導の方法なので、ウ
イルスに感染／発症することはありません。

新しく開発されたワクチン、今回の新型コロナウイルスワクチン
重 要

厚生労働省 HP（https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0018.html）から引用
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【生ワクチン】
　病原性を弱めた（感染によって引き起こされる症状を軽くした）
病原体でできています。接種するとその病気に自然にかかった場合
とほぼ同じ免疫力を獲得することが期待されます。一方で、弱毒化
されたとはいえウイルスに感染しますから、副反応としてその病気
にかかったような症状が出ることがあります。［MR ワクチン（M：
麻疹 +R：風疹）、水痘（水ぼうそう）ワクチン、BCG など］

【不活化ワクチン、組替えタンパクワクチン】
　感染力を無くした病原体や病原体のパーツであるタンパク質から
できています。１回の接種では免疫の獲得が不十分なので複数回の
接種が必要です。［インフルエンザワクチン、日本脳炎ワクチン、四
種混合ワクチン（D: ジフテリア +P：百日ぜき +T：破傷風 +IPV：
不活化ポリオ）、肺炎球菌ワクチン、B 型肝炎ワクチン］

【新世代のワクチンの種類】
　免疫細胞に「異物」だと認識させるために、ウイルスやウイルスの
パーツを一定の量以上投与することが必要だと説明しました。「生ワ
クチン」は一旦感染をさせることで、十分な「異物」ウイルスを体内
に持ち込むので免疫獲得しやすい特性がありますが、一方で実際に
感染して症状を残すなど問題もありました（ポリオ生ワクチンによる
ポリオ発症など）。
　新世代のワクチンは、ウイルスのカラダを構成するタンパク質の
遺伝情報の一部を人の体に持ち込むことで、一時的に大量のウイル
スタンパク質を産生させ、十分な免疫の獲得を目指して開発されて
います。
　新世代のワクチンとして、mRNA（メッセンジャー RNA）ワクチ
ン、DNA ワクチン、ウイルスベクターワクチンが開発されています。
　今回の新型コロナウイルスワクチンもこうしたウイルスのパーツだ
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けを使う免疫誘導の方法なので、ウイルスに感染／発症することは
ありません。
　「遺伝子を使う」ということで長期の影響を心配するという意見も
ありますが、現時点でそのような副反応についての報告はありません。
　最近使用が認められたアストラゼネカ社のワクチンは、ウイルス
ベクターワクチンで、先行するファイザー、モデルナとは種類が異な
ります。

【mRNA ワクチン】
　mRNA（メッセンジャー RNA）は、DNA の持つ遺伝情報を複写
したもので、細胞の中では mRNA に写し取られた情報を元にして
タンパク質が合成されます。
　DNA は大切な設計書で、mRNA はその設計書から作られ、現
場で使われる指示書のようなもので、使い捨てです。
　今回の新型コロナウイルスワクチンもウイルスの特定のタンパク
質の設計図部分を mRNA として合成し、特殊な方法でこれを体内
に投与し、人の細胞でこの mRNA を元にウイルスタンパク質を合
成する仕組みです。
　この方法で作られたワクチンが、現在日本で使用されているファ
イザー社製（コミナティ）とモデルナ社製の２種類のワクチンです。
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【新型コロナウイルスの構造と増殖】
　ウイルスは自分自身では増殖することはできず、必ず宿主と呼ば
れる生物の細胞にとりついて、宿主細胞の力を借りて複製、増殖を
します。
　新型コロナウイルスは、その形状の特徴でもある、ウイルス表面
のトゲトゲ構造、スパイクタンパク質（S）で宿主細胞の表面にある
ACE2（アンギオテンシン変換酵素2）という部位に吸着します。
　スパイクタンパク質で ACE２に吸着した後、ウイルスのエンベロー
プという殻が宿主細胞膜に溶け込むように融合し、エンベロープに
包まれていたウイルスの中身 = ゲノム RNA が宿主細胞の装置（リ
ボソーム）を利用して必要なタンパク質の合成（翻訳）が開始され
ます。
　タンパク質の合成とともに、ウイルスゲノム RNA の複製が行われ
ます。
　こうして宿主細胞内で作られたゲノム RNA、タンパク質などが小
胞体という装置内で組み立てられて、複製されたウイルスが完成し、
細胞外に放出されることでウイルスの増殖が進みます。
　こうしたウイルスの吸着から複製、放出の各過程を邪魔するよう
な薬が「新型コロナウイルス治療薬」の候補として現在研究が進ん
でいます。
　今回の新型コロナウイルスワクチンはこのウイルスの特定のタン
パク質の設計図部分を mRNA として合成し、特殊な方法でこれを
体内に投与し、人の細胞でこの mRNA を元にウイルスタンパク質
を合成する仕組みです。

新型コロナウイルスワクチン
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【新型コロナウイルスワクチン】
　ヒト細胞（気道上皮細胞）の表面にある ACE2に吸着するウイル
ス表面のトゲトゲ構造、スパイクタンパク質（S）▲を無効にすれば
ウイルスはヒト細胞にとりつくことができず、ウイルスの増殖が止め
られます。
　スパイクタンパク質を邪魔することは、ウイルスの複製のみならず、
ヒト細胞へとりつくことで発揮される毒性も弱めることができ、発
症、重症化を食い止めることが期待されています。
　ウイルスゲノム RNA の中でも、上図のスパイクタンパク質の設計
図部分の RNA だけを合成することで、ウイルス感染の重要なパー
ツであるスパイクタンパク質だけを作る設計図が用意できます。

城西国際大学 HP（https://www.jiu.ac.jp/features/detail/id=6822）から引用
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　スパイクタンパク質（S）の設計図部分の RNA（mRNA）を標的と
するヒトの細胞内に届けるように、その中に mRNA を閉じ込めた
ウイルスに似た脂質ナノ粒子（lipid-nanoparticle）を作成します。
これがワクチンの本体です。
　この mRNA を含有するナノ粒子はとても壊れやすいので、保管、
輸送には超低温の環境が必要とされています。
　ワクチンは解凍・溶解後に筋肉注射され、そこで筋肉細胞に取り
込まれ、スパイクタンパク質が大量に生産されます。この人工的に
誘導されたスパイクタンパク質が免疫担当細胞に届けられ感染防御
に必要な抗体産生が誘導され、同時に細胞性免疫が活性化されま
す。

ファイザー社 HP（https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/mRNA ワクチンについて.pdf）から引用
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  【mRNA（メッセンジャー RNA）ワクチン】
mRNAワクチンで注射されたmRNAは、数分から数日といっ
た時間の経過とともに分解されます。
　またmRNAは人の遺伝情報（設計図：DNA）に組み込まれる
ことはありません。体の中では、DNAからmRNAは作られます
が、この情報の流れは一方通行で、逆にmRNAからDNAが作
られることはなく、ワクチンのmRNA情報がDNAに残ったり、
生殖細胞（精子や卵子）に取り込まれたりすることはありません。
　従ってmRNAワクチンを接種することで、将来の体の異変や、
将来生まれてくる子どもに影響することはありません。

厚生労働省 HP（https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0008.html）から引用

重 要
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【ファイザー社製 mRNA の効果】
　グラフは先行して開発されたファイザー社製 mRNA ワクチン接
種の COVID-19に対する発症抑制効果をみたものです。横軸は1回
目のワクチン接種からの経過日数です。青線はワクチン接種してい
ない3,982人の、赤線はワクチン接種した4,015人の、それぞれの
発症割合を示しています。拡大図は初期の3週間です。
　グラフからは、ワクチンを1回接種してから12日目あたりからワク
チンの効果で発症が抑えられており、

ワクチンを２回接種してから７日以上経つと、95％の発症予防効
果があるとされています。

新型コロナウイルスワクチンの効果
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米国 NEJM（N Engl J Med 2020;383（27）:2603-15）から引用
クレジット：Copyright (c) 2020 Massachusetts Medical Society. All rights reserved.

ワクチンを２回接種してから７日以上経つと、95％の発症予防効
重 要
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【mRNA ワクチンの効果（イスラエル）】
　イスラエルは、世界でも最もワクチン接種の進んでいる国の一つ
で、2020年12月20日からファイザー製ワクチンの接種が本格化
しました。
　グラフ右半の緑の部分が累積ワクチン接種率を、青い折れ線グラ
フが新規感染者数を示しています。
　ワクチン未接種では人口10万人あたり１日91.5人の新規感染で
あったものが、ワクチン２回接種後２週間経過した接種完了者では
人口10万人あたり１日2.1人まで新規感染が減っていました▲。
　ワクチンの効果は、COVID-19発症予防が97.7％、重症化の予
防が98.4%、COVID-19関連死亡予防が98.1% と驚異的な効果
を示しています。

国立感染症研究所：Our World in Data（https://ourworldindata.org/coronavirus）から改変
アクセス：2021年7月28日
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【mRNA ワクチンの効果（米国）】
　ファイザー社製 mRNA ワクチン（BNT162b2）およびモデルナ
社製 mRNA ワクチン（mRNA-1273）を、COVID-19感染既往の
ない健康成人3,950人に投与しその効果をみています（米国８都市）。
　62.8％が推奨の２回接種、12.1％が１回のみ接種し、その後症
状に関係なく毎週 PCR 検査を実施しました。
　対照となるワクチン非接種者での PCR の陽性率は1,000人日当
たり1.38であったところ、ワクチンの１回のみ接種者で1,000人日
当たり0.19、ワクチン２回接種後は1,000人日当たり0.04で、ワ
クチンの有効性はそれぞれ80％、90％と推定されました。

SARS-Cov-2 感染/
PCR陽性

ワクチン効
果(補正後)

COVID-19免疫
獲得状況

総追跡期間
(人日) 人数 1,000人日当たり

の発生率 % (95% CI)

ワクチンなし 116,157 161 1.38 N/A

部分免疫 41,856 8 0.19 80 (59-90)

1回目のみワクチン
接種後14日以降 15,868 5 0.32

1回目ワクチン接種
後14日以降で2回目

接種まで
25,988 3 0.12

完全免疫

2回目ワクチン接種
後14日以降 78,902 3 0.04 90 (68-97)

CDC Weekly / April2, 2021/70（13）；495-500 から改変
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【mRNA ワクチンの効果（国内）】
　国内ではワクチンの COVID-19に対する発症抑制などの試験は
ありませんが、血清中の新型コロナウイルスに対する中和抗体の増
加を調べた試験結果が報告されています。
　接種試験後１ヵ月での中和抗体価は、プラセボ群（ワクチン非接
種）では1.1倍（ワクチンではないので当然増えません）であったと
ころ、ワクチン接種群では51.5倍と明らかに増加しており、海外試
験と同様の傾向が確認されています。

【mRNA ワクチンの効果（広島）】
　広島県においても同様に４回の大きな感染の波を経験し、現在第
５波が拡大しています。グラフは第３波、第４波、第５波ごとの感
染経路別割合（感染経路不明者を除く）を示しています。
　ワクチン接種の進んだ、医療機関・高齢者施設からの発生が著し
く減少しており、ワクチンの効果と考えられています。
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【mRNA ワクチンの効果（東京）】
　４月以降、高齢者へのワクチン接種が進む中での、東京都におけ
る、入院患者の年代別割合と、年代別重症者数のグラフです。
　2020年12月末から年始にかけての第３波のピーク時には、60
歳以上が入院患者の75％を占めており、重症者の約90％が60
歳以上でしたが、本年５月連休を中心とした第４波ピークでは60
歳以上の割合は入院患者で50％、重症者で60％と高齢者の割合
が減少していました。さらに７月末からの第５波では、それぞれ
20％、40％に下がる傾向が続いています。
　一方ワクチン接種の遅れる40歳台、50歳台は新規発生患者の
約40％に増加し、重症者の過半数を占めるまでに増加しています。
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年代別入院患者数割合（11/1～）東京都

年代別重症者数（11/16～）東京都

東京都福祉保健局（https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/info/monitoring.html）から改変
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【mRNA ワクチンの変異株への効果】
　新型コロナウイルスは感染の過程で、RNA の複製段階で正確に
複製されず遺伝子（塩基配列）が一定の確率で変化し、これがウイ
ルスの変異といわれています。
　変異の部位でウイルスの性格が変わり、N501Y 変異（アルファ、
ベータ、ガンマ）は感染力が強く重症化しやすいとされ、E484K
変異（ベータ、ガンマ）はワクチンの効果を弱めると考えられてい
ます。L452R、E484Q の変異のあるデルタ株は日本人を含むア
ジア系人種でのワクチン効果の減弱をもたらす可能性が指摘されて
います。
　ウイルスが人の細胞を攻撃する作用を中和する抗体（中和抗体）
を測定することでワクチンの効果を判断することができます。国内
のファイザーワクチン接種後105人の血清中の中和抗体活性を測
定した報告では被接種者にレベルの違いはありますが、従来株で
99.0％、イギリス型で94.3％、南アフリカ型で89.5%、ブラジ
ル型で94.3%、R.1で 97.1%、インド型（B.1.617.1）で 97.1%
の中和活性が確認されています。
　各 COVID-19 ワクチンの変異株に対する効果を表にしましたが、
一定のレベルの効果（中和活性）は維持されることが示唆されます。

40

ファイザー/
BioNTech

重症化予防 少し
弱くなる 変わらず 不明 変わらず

発症予防 変わらず 不明 不明 少し
弱くなる

感染予防 変わらず 弱くなる 不明 弱くなる

モデルナ/
NIAID

重症化予防 少し
弱くなる 不明 不明 不明

発症予防 変わらず 不明 不明 不明

感染予防 不明 不明 不明 不明

Oxford Univ/
アストラ
ゼネカ

重症化予防 弱くなる 不明 不明 変わらず

発症予防 少し
弱くなる 弱くなる 不明 弱くなる

感染予防 少し
弱くなる 不明 不明 弱くなる

変異株 B1.1.7
アルファ株

B1.351
ベータ株

P.1
ガンマ株

B1.617.2
デルタ株

最初に検出された国 英国 南アフリカ ブラジル インド

発症、感染に対する有効性 発症、感染に対
して変わらず

発症抑制は弱ま
るが、重症化抑
制効果は不変

不明
発症と感染に対
して弱まるが、
重症化抑制効果

は不変

国立感染症研究所 HP（https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/51/covid19_vaccine_20210721.pdf）から改変
アクセス：2021年7月29日
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【有害事象と副反応】
　有害事象とはワクチンを接種した後に起こる健康上不利益なこと
で、実際は全てがワクチンによるものとは限りません。
　臨床試験で、対照群（ワクチン以外の接種）と比較して、ワクチ
ンを接種した場合に統計学的に有意にたくさんの数の発生した有害
事象が、ワクチンの副反応の可能性が高いと判断されます。

【海外の臨床試験における有害事象】
　局所の反応として、注射部位の痛みが70～80％に見られました
が、これはインフルエンザワクチン（10～22％）などと比較して
も高い割合です。局所の痛みは数時間後から翌日に見られ、１～２
日で自然に治ります。注射を打った時の痛みは軽いようです。
　mRNA ワクチンでは、全身反応の有害事象も多く見られます。
倦怠感、頭痛、悪寒、吐き気・嘔吐、筋肉痛などが報告されてい
ます。
　38℃以上の発熱は、特に2回目のワクチン接種後に多く（10～
17％）見られていました。対照群では発熱はないので、ワクチンの
副反応の可能性が高いと考えられます。インフルエンザ不活化ワク
チンでの発熱は1～ 2％といわれるので、それよりも多いようです。
　これらの副反応は経験することの多い症状です。特に若い年齢の
方に多いのが特徴です。
　重篤な（serious, 重い）有害事象はファイザー、モデルナともに
接種群で0.6％で対照群0.5％と差がありませんでした。

【国内での報告】
　国内での報告につきましては、下記のサイトからご確認いただけ
ます。https://www.juntendo.ac.jp/jcrtc/albums/abm.php?f= 
abm00036548.pdf&n= 順天堂 HP 掲載用0804_FIX 版 .pdf

新型コロナウイルスワクチンの副反応

https://www.juntendo.ac.jp/jcrtc/albums/abm.php?f=abm00036548.pdf&n=%E9%A0%86%E5%A4%A9%E5%A0%82HP%E6%8E%B2%E8%BC%89%E7%94%A80804_FIX%E7%89%88.pdf
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【有害事象1：当日起こる反応】
⑴　アナフィラキシー
　アレルギーの原因物質に曝露され発症後、極めて短時間のうちに
現れるアレルギー症状です。皮膚、粘膜、呼吸器、消化器、循環器
などの複数の臓器あるいは全身に症状がでます。重度の場合は血
圧低下、意識消失などアナフィラキシーショックとなります。女性に
多いと報告されています。
　厚生労働省の集計では、アナフィラキシーによる死亡が毎年数十
人と報告されていますが、蜂毒、薬剤、食物などが原因です。
　アナフィラキシーの頻度については、2013年の調査で高校生以
下の子どもの0.48％がアナフィラキシーを経験したという報告もあ
ります。
　アナフィラキシー（ブライトン基準1 ～ 3）はワクチン接種後30
分以内に発生していたので、危険性が高いと判断された場合はワク
チン接種後の経過観察を30分まで延長します。
　アナフィラキシーショックの場合はアドレナリンという薬剤を筋肉
注射し、病院での治療を行います。

⑵　迷走神経反射
　迷走神経反射とは、緊張やストレスのある中で、針刺しの時の痛
みなどが誘引となり生じることがあります。
　その結果、迷走神経（副交感神経）が過度に興奮し、末梢血管の
拡張、心拍数の低下などにより血圧が低下し、気分不良、顔面蒼白、
冷や汗、意識消失などの症状をきたします。
　症状は一時的なもので適切に対応できますが、血圧低下や意識を
失った時に転倒し、頭を打撲するなどして二次的な事故に繋がるた
め危険です。
　過去に注射や採血時にこうした経験がある場合は、あらかじめベッ
ドに横になったままで注射を受けるなどし、事故を防止することが
できますので、事前に必ず相談してください。
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【有害事象：遅れて起きる稀な副反応】
⑴　モデルナアーム
　mRNA ワクチン接種後、数日から１週間程度時間が経過してから、
注射部位（肩に近い上腕部）のかゆみ、腫れ、熱感、赤みが出るこ
とがあります。モデルナワクチンの場合が多いので「モデルナアーム」
と呼ばれています（ファイザーワクチンでの報告もあります）。
　遅延型のアレルギーで、免疫細胞である T リンパ球が関与します
が、健康に被害はなく、数日で自然に治癒します。
　１回目で反応のあった場合でも、２回目の接種は受けられます。
　かゆみの強い場合は、局所を冷やしたり、抗ヒスタミン剤やステ
ロイドの外用薬を使用したりします。

⑵　心筋炎・心膜炎
　mRNA ワクチン接種後、ごく稀にですが、軽症の心筋炎・心膜
炎が報告されています。
　２回目のワクチン接種後に多く、接種後４日程度で胸痛や息切れで
の発症が想定されます。若年成人、男性に多いと報告されています。
　新型コロナウイルス感染時にも心筋炎の報告があり、ワクチン接
種時よりもずっと頻度が高いといわれています。

令和2年度 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業
「新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査」から引用

40歳女性：“モデルナアーム”

Day8 Day9 Day12
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【広島市民病院での副反応】
　広島市民病院では2021年３月から院内職員（医療従事者）向け
にファイザー社製 mRNA ワクチン接種を開始し、2,098名の職員
に１回以上の接種を実施しました。
　規定通りの２回接種は2,079名に実施（完遂率：99%）し、接
種を受けた者に対して１回目、２回目それぞれで Web アプリを用い
た副反応調査を実施しました。
　グラフに示すように、副反応なしは１回目が40％程度でしたが２
回目では12％に低下しており、全体に有害事象が増えていました。
　局所反応の注射部位の痛みは50％から75％に増加しました。
　頻度が大きく増えたのは、37.5℃以上の発熱で、１回目は2.6％
でしたが、２回目には46％に増えていました。
　いずれの症状も接種翌日から翌々日に多くみられ、１～２日で軽
快していました。
　解熱鎮痛剤（アセトアミノフェン）を使用したのは１回目は26％
に、２回目は75％でした。
　じんま疹、迷走神経反射がそれぞれ１例ずつ見られました。医療
機関受診は0.5％のみでした。

有
害
事
象
頻
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副反応なし

発熱・悪寒

頭痛 筋肉痛・関節痛

嘔吐・下痢

解熱鎮痛剤内服

1回目 2回目
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特例承認日 ファイザーmRNAワクチン
(BNT162b2)

モデルナmRNAワクチン
(m-RNA-1273)

特例承認日 2021/2/14 2021/5/21

使い道 一般接種
（個別接種、集団接種）

大規模集団接種
職域接種

包装単位
6回分/バイアル
195バイアル/箱

=1170回/箱

10回分/バイアル
10バイアル/箱

=100回/箱

保存温度 -75 冷凍で最大6ヶ月 -20 冷凍で最大7ヶ月

使用期間 2～8 の冷蔵で1ヶ月 2～8 の冷蔵で3ヶ月

接種間隔 3週間隔で2回接種 4週間隔で2回接種

接種方法 0.3ml 筋肉注射 0.5ml 筋肉注射

発症予防効果 95% 94%

副反応の割合 0.03%
(17,877/58,439,259回)

0.02%
(404/1,818,033回)

アナフィラキシー
(ブライトン分類

1～3)
100万回接種当たり6件 100万回接種当たり1.1件

心筋炎 100万回接種当たり8件 100万回接種当たり19.8件

その他

• 副反応は若年者、女性に多
い傾向で2回目の方が多い
と報告

• 2回接種後の解熱鎮痛剤の
使用は13.5%

• 2回接種後にCOVID-19に感
染したのは10万人日あたり
0.82人

• 副反応はファイザーとほ
ぼ同程度で女性に多く、

向
• 1回目接種後7日頃から発
赤、かゆみを伴う遅延性
皮膚反応( )モデルナアーム
2%
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フランス

ドイツ

イタリア

日本

ノルウェー

韓国

米国

■ワクチン接種済み(1回以上)　■ワクチン未接種(接種希望あり)　 
■ワクチン未接種(希望不明)　■接種希望なく未接種
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新型コロナウイルスワクチン接種希望（国別）
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新型コロナウイルスワクチン接種希望推移（日本）

　各国の事情は異なりますが、ワクチン先進国の米国などでも、ワ
クチンを希望しないとする人が30％程度いて、ワクチン接種が進ま
ない原因となっています。日本においても、ワクチン接種が開始され
た時点では20％程度の希望しない人がいましたが、現在は14％と
低下しています（この数値は韓国と同程度です）。

新型コロナウイルスワクチンへの接種動向

Our World in Data（https://ourworldindata.org/coronavirus）から引用
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おわりに

　令和元年の終わりに中国からはじまった新型コロナウイルス

感染症は、ヨーロッパに拡大し、南北アメリカ大陸、アジア、

アフリカなど全世界を巻き込んだパンデミックとなり、現在ま

でに１億8,000万人以上が感染し、死亡者数も400万人を超えて

います。わが国でも令和２年１月に国内１例目が報告され、７

月はじめまでに796,835人の診断が確定されています。東京オリ

パラが始まり人流の増加とともに、東京から始まった感染拡大

は全国に波及しようとしています。

　治療薬の開発も進められてはいますが、決定版となる治療法

が未だない状況で、新型コロナウイルス患者の発生をいかに食

い止めるかが最大の課題となっています。三密を避けることを

目的に、多くの社会活動が制限を受ける中、唯一の光明といっ

ても良いワクチンの開発が驚異的なスピードで進んできていま

す。ワクチンに関しては、供給体制の問題もありますが、持て

るワクチンをいかに速やかに多くの方に接種するかが、私ども

医療に携わる者に課せられた課題であり、達成することを目標

にしています。

　そのような中で、新しいワクチンに関する不安や恐れが、ワ

クチン接種の大きな障壁となっていることが問題であると感じ

ています。不安を煽る原因に、不確実な情報や、デマともいえ

るような多くの情報が氾濫していることがあげられます。ワク

チンは任意接種で決して強制されるものではなく、正しい情報

に基づいて、一人一人が十分に考えて受けるかどうか判断する
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ことが望まれます。不安や恐れの多くは、適切な情報が伝わっ

ていないことが原因であると考え、本誌の刊行が企画されまし

た。

　本誌では、できるだけ最新の確実な情報の記載に努めました。

一方で、多くの方々に読んでご理解いただくため、簡易な表現

にしている部分もあります。Q&A でみなさんの疑問に素早くお

答えするとともに、後半のやや面倒くさい記述は、より正確に

事実を知っていただくための構成としました。

　新型コロナウイルス感染症に関する情報は日々更新されて

います。日本であれば厚生労働省 (https://www.cov19-vaccine.

mhlw.go.jp/qa/)、内閣府 (https://www.kantei.go.jp/jp/headline/

kansensho/vaccine.html) など、世界のデータは小誌でも参照

しているオックスフォード大学が運営する Our World in Data 

(https://ourworldindata.org/coronavirus) などに最新のデータが

載っています。広島県や広島市も HP でさまざまな情報をタイ

ムリーに提供しています。

　現在使われているファイザー、モデルナに加えて、７月30日

にはアストラゼネカのワクチンも使用可能となりました。本誌

をきっかけに、新型コロナウイルス感染症とそのワクチンにつ

いて正しい理解が進むことを願っております。

令和3年9月9日

広島市立広島市民病院　救命救急センター

西　野　　繁　樹
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ワクチン接種“守り”から“攻め”への転換
副反応をよく理解して　ワクチン接種へGo！
～新型コロナウイルスに負けないぞ！～ （非売品）
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ワクチン接種後も
マスクに手洗い


