
新型コロナウイルス感染症のワクチンについて 
モデルナ製COVID-19ワクチン 

（mRNA-1273 SARS-CoV-2 ワクチン）

このインフォメーションシートをよく読み、ワクチンの接種を受ける前に必ず医療提供者からあなたの
質問すべてに答えてもらいましょう。

モデルナ社のワクチンはカナダ保健省が2020年12月23日仮命令に基づいて使用を許可しました。仮命令は、カナダ国
民の安全衛生確保に関する全ての要求事項に従うと同時に、公衆衛生上の緊急事態に対応するためにワクチンのより
迅速な承認を可能にしています。

COVID-19とは？
•	 COVID-19は新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）が原
因の感染症です。COVID-19は2019年12月に最初に
確認され、以来世界中に広がり、世界的規模のパン
デミックを引き起こしました。COVID-19の原因となる
ウイルスは、主に感染者がせきやくしゃみをする、大
声で歌を歌う、話す、呼吸するなどで感染者から別の
人に移ります。注意しておく重要なポイントは、感染
者はたとえ症状が出ていなくても感染を広げる可能
性があることです。

•	 COVID-19の症状には咳、息切れ、熱、悪寒、疲労感、
嗅覚・味覚障害があります。ウイルスに感染しても全
く症状が出ない人もいる一方、軽症で済む人から重
症化する人まで様々です。

•	 カナダでCOVID-19と診断された人のうち、約13人に
１人は入院が必要となり、100人のうち約３人が死亡
しています。軽症の人の中にはCOVID-19から回復し
ても長期間に亘り体調不良を訴える人がいます。

モデルナのワクチンはどのようにCOVID-19の
発症を防ぎますか？
•	 ワクチンを接種すると、私たちの体はCOVID-19のウ
イルスが侵入しても病気になるのを防ぐために物質
（抗体）を生成します。このワクチンは我々の体自身
がウイルスの攻撃から身を守るのに役立つメッセン
ジャーRNA（mRNA）と呼ばれる新しい方法を用いて
います。

•	 ワクチン投与を２回行った大規模な臨床試験で、こ
のワクチンはCOVID-19への感染を防ぐ効果が非常
に高いことが証明されています。ワクチンの投与を受
けた人のグループは２回目の接種後何週間にも亘り
COVID-19に感染する確率が、ワクチンを接種しなか
ったグループと比べるとかなり低く（94.1%有効）なり
ました。

今回COVID-19ワクチンを接種できる人とでき
ない人は？
•	 COVID-19だと思われる症状がある場合、他人へ感染
させる恐れがあるためワクチンの接種を受けに行か
ないでください。掛かりつけ医と相談するか、または
８１１へ電話を掛けて現在のあなたの症状を報告
してCOVID-19の検査を受ける手はずを整えてくださ
い。掛かりつけ医はあなたがワクチンを接種できる
かどうか、そして摂取できるのは何時ごろかについて
アドバイスを行います。

次の２ページにわたる表には、モデルナのCOVID-19ワ
クチンを接種できる人と接種できない人について説明し
ています。

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/interim-order-import-sale-advertising-drugs.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html#a7
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html


コラム１
COVID-19ワクチンを

接種できる人
コラム１に該当する人は
COVID-19ワクチンの接種を受
けられる。ただしコラム２また
は３に該当していないこと。

コラム２
COVID-19ワクチンを

当たり前のように
摂取すべきでない人
これらの人々へのワクチンの接
種はまだ十分研究調査されてい
ない。コラム２に該当する人は
ワクチンのメリットがリスクより
大きい場合、接種を受けられる
ことがある。COVID-19感染症へ
の暴露リスクが高い人と、もしく
は重い病気を発症するリスクの
高い人はワクチン接種について
掛かりつけ医とこれらのリスク
についてよく話し合うこと。

コラム３
COVID-19ワクチンを

接種すべきでない人

コラム３に該当する人はワクチ
ンの接種をしないこと。

年齢 １８歳以上 １７歳以下

COVID-19の感染が疑わ
れる症状を伴う体調不良

COVID-19だと思われる症
状があれば、他人への感染
を広げないようにワクチン
の接種をしないこと。

COVID-19に感染している
または過去に感染した 

もはや感染させる恐れがな
く、さらにCOVID-19から回
復して気分がよくなっている
場合はワクチンの接種が受
けられる。

まだ他人に感染させる恐
れがある場合、または最近
感染したCOVID-19が原因
でまだ体調がすぐれない
場合は、他人へ感染を広げ
ないようにワクチンの接種
は受けないこと。

妊娠 現在妊娠中またはCOVID-19
ワクチンの２回の接種を受け
る前に妊娠を計画している。

母乳育児 現在母乳を与えている。

ポリエチレングリコール 
（ＰＥＧ）＊に対するアレ

ルギー

ポリエチレングリコールにアレ
ルギーがあることが分かってい
る場合、または原因不明のもの
にアレルギー反応を起こしたこ
とがある場合は、掛かりつけ医
に相談する。詳細は下記参照の
こと。

ポリエチレングリコール	
（ＰＥＧ）＊にアレルギー
がある、または原因不明の
ものにアレルギー反応を
起こしたことがあると告げ
られている場合は、アレル
ギー専門医など医療提供
者が安全だと確認するまで
ワクチンの接種を受けない
こと。

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/people-high-risk-for-severe-illness-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
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コラム３
COVID-19ワクチンを

接種すべきでない人

コラム３に該当する人はワクチ
ンの接種をしないこと。

初回のCOVID-19ワクチン
接種後アレルギー反応な
ど重度の副反応を示した

初回のCOVID-19ワクチン
接種後重篤な副反応また
はアレルギー反応を示した
場合、アレルギー専門医な
ど医療提供者が安全だと
確認するまでワクチンの接
種を受けないこと。

病状 

あなたの身体疾患について
不安がある場合、医療提供者
と相談すること。

患った病気や治療が引き起
こした免疫系の問題点

自己免疫疾患

過去14日間に（COVID-19
ワクチン以外の）別のワク
チンを接種した

過去14日間に（COVID-19
ワクチン以外の）別のワク
チンを接種した場合、前回
のワクチン接種から２週間
経ってからCOVID-19のワ
クチンを接種するのが最
善策である。

*ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）はめったにアレルギー反応の原因とはならず、また数々の薬剤を始め、結腸内視鏡検
査のための前処置、便秘薬、咳止めシロップ、化粧品、スキンクリーム、皮膚にもしくは手術中に使用する医療製品、歯磨
き粉、コンタクトレンズ、コンタクトレンズ溶液などの製品に使われています。ＰＥＧは食品や飲み物などにも使われて
いますが、食品や飲み物に含まれているＰＥＧがアレルギー反応の原因となることは分かっていません。

表１の内容に加え、以下の事柄が発生した場合には医療従事者に相談してください。

• 過去にワクチン接種後または医療処置を受けた後、失神したもしくは失神しそうになった場合
担当の医療提供者はあなたが失神して倒れないように横になってワクチンの接種を勧めることがあります。

• 出血性疾患がある、もしくは血液凝固に作用する薬剤を服用している場合
これを説明すると、医療提供者が注射針が原因での出血を防ぐもしくはあざができないように対処するのに役立
ちます。

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/people-high-risk-for-severe-illness-covid-19.html


ワクチンはどのように投与されますか？
ワクチンは上腕に注射されます。２回の投与が必要で、２
回目は28日経ったら接種します。

ワクチン接種のリスクには何がありますか？
ワクチン接種を２回行った大規模な臨床試験で、モデル
ナのワクチンを接種した半数の人を最低２週間経過観察
した結果、深刻な副反応は現在に至るまで報告されてい
ません。臨床試験でワクチンの投与を受けた人にはこれ
からも長期にわたり副反応が出ないかどうか経過観察が
続けられます。

副反応はワクチン接種後１日か２日以内に出る可能性が
あります。これらの副反応はあなたの健康に深刻な害を
及ぼしませんが、副反応により１日から３日ぐらい気分が
悪くなるかもしれません。その症状は自然になくなりま
す。この種の副反応は予期されており、物質を生成するた
めにワクチンが作用していることを示していると言えまし
ょう。

臨床試験において次の１つもしくは複数の副反応が見ら
れました。

•	 注射部位周辺に痛み、赤み、腫れがでる

•	 疲労感

•	 頭痛

•	 筋肉痛

•	 関節痛

•	 吐き気・嘔吐

•	 悪寒

•	 発熱

•	 わきの下のリンパ節の腫れ	

ワクチン接種後アレルギー反応が起こることはめったに
ありません。アレルギー反応の症状にはじんましん（皮膚
に出る非常にかゆみのある湿疹）、顔、舌、のどの腫れ、
呼吸困難などがあります。クリニックのスタッフはアレル
ギー反応が起こったらそれに対処できます。これらの症状
のうちどれかが出たら直ちに治療を受けてください。

留 意 すべき重 要なポイントは 、ワクチン自体 からは
COVID-19に感染しないという点です。

COVID-19の蔓延中、安全にワクチン接種を行
うために実施されている対策は？
医療提供者は、予防接種を行う時にCOVID-19の感染拡
大を防ぐことに多大な注意を払っています。さらなる安全
対策の具体例は次の通りです。

•	 クリニックに到着時にCOVID-19の症状があるかどう
か尋ねられます。COVID-19の症状がある人はクリニ
ックに行かないでください。

•	 クリニックにいる間はマスクの着用と同時に手の消
毒、他の人（ただし同居人は除く）との距離を少なくと
も２メートル（６フィート）取ることを求められます。

•	 摂取担当スタッフはPPE〔個人用保護具〕を着用して
おり、各クライアントに接種する前と摂取した後に手
を消毒します。

•	 これ以外の対策もクリニックには設けられているこ
とがあります。必ず掲示内容または指示内容をよく読
み、それに従ってください。

クリニックへ行く前に何をすればよいですか？
•	 半袖のシャツかまくりしやすい袖の上衣を着用してく
ださい。

•	 摂取を受けている間に気を失わないように、何か食
べてからクリニックへ行ってください。

•	 マスクを持参してください。

•	 ヘルスカードなどクリニックで義務付けられているＩ
Ｄを持参してください。

•	 予防接種記録を持参してください。または
CANImmunize	appをダウンロードしてCOVID-19
のワクチンを始めワクチン接種の記録を付けてくだ
さい。

•	 COVID-19のワクチン接種に関する記録票を渡され
ます。

ワクチンの接種後どうしたら良いですか？
ワクチン接種後体調が悪くならないことを確認するため
に少なくとも15分その場にいることが求められます。ワク
チンに対するアレルギーの心配がある場合、これより長
い30分その場にいることが推奨されます。医療提供者か
らクリニック内か、もしくは成人の付き添いがあり、寒さと
雨などを防げる場所（車の中など）がある場合、クリニッ

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canimmunize.ca/en/home


クの外で待つように言われることがあります。気分が悪く
なったら直ちに医療提供者に知らせてください。医療提
供者の推奨事項に基づき、ワクチン接種後少なくとも15
分から30分はクリニック（またはクリニックの駐車場）か
ら離れないでください。

クリニックを離れてから深刻な症状もしくはアレルギー
反応の症状、例えばじんましん（皮膚に出る非常にかゆ
みのある湿疹）、顔、舌、のどの腫れ、呼吸困難などが出
た場合、直ちに９－１－１へ通報してください。ワクチン接
種後心配となるどんな副反応でも医療提供者に知らせて
ください。

COVID-19の感染拡大を防ぐためにユーコン準州推
奨の	“Safe 6 +1”〔安全を守る６つの事柄プラス１〕
をこれからも実践してください。これにはマスクの着
用、他人との距離を最低２メートルとる、同居家族以
外の人との接触を制限し、避けるなどがあります。

COVID-19のワクチンの接種を２回受け、２回目の接
種から少なくとも28日経過するまで（ただし、医療
提供者が必要と思った場合は除く）、（COVID-19の
ワクチンの２回目の接種を除き）他のワクチンの接
種はしないでください。

妊娠しようと思っている場合、COVID-19のワクチン
の２回目の接種を受けてから最低28日経過するまで
妊娠を先送りにしてください。

COVID-19のワクチンの接種記録を安全な場所に保
管してください。

２回目の接種はいつ受けますか？
モデルナワクチンの最初の接種から28日経ったら２回目
の接種を受けます。２回目の接種は（28日目に受けられな
い場合）25日から35日の間に受けてください。これはワク
チンの効果が最大になるようにするために非常に重要で
す。２回目の接種にはアポイントメントを取ることが求め
られる場合があります。

２回目の接種を受けるときにはCOVID-19ワクチンの接種
記録を持参してください。最初の接種時に記録票をお渡
しします。これはあなた個人のCOVIDワクチンの接種記録
です。
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