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はじめに

• 本資料は、ワクチン接種に不安がある患者さんが、
かかりつけの先生へ相談されたときに助言していた
だくために必要な情報を提示させて頂きます。

• クリアカットに出来ない部分も多くありますため、
この資料は正式な「手引き」としてではなくあくま
でも「参考資料」としてご利用いただき、判断され
る先生のご判断を最優先させてください。



• ５月２８日の予診票改訂により、「主治医の許可」は接種の
可否判断に必ずしも必要なくなりました。

• 基本的には接種不適当者（本資料「１．接種が出来ないも
者」で解説）以外は、「接種して大丈夫です」とお応えして
差し支えはありません。

• いくつかの投薬治療、基礎疾患の状態の方では接種時期など
について配慮を検討した方が良い場合がありますので、本資
料や各学会等の提言などを参考にしてください。



免責事項

• 本資料では可能な限り正確、または医学的に妥当な情報を提
示するよう努めておりますが、患者さんの状況によっては適
用出来ない情報があったり、情報が古くなったりすることも
あり、必ずしも情報の完全性を保証するものではありません。

• 本資料で提示する情報に基づいて被ったいかなる損害につい
て、一切責任を追うものではございませんため、あらかじめ
ご了承ください。



（目次）

１．接種が出来ない者

２．接種に確認が必要な者（要注意者）

３．予診票の項目からみる、質問への対応

４．その他の質問に対して



１．接種が出来ない者

• 新型コロナワクチンの接種が終了した者

• 一度目のワクチン接種でアナフィラキシーを起こした者

• 接種ワクチンの成分と同一の成分でアナフィラキシーを

起こしたことがある者（※次スライドで解説）

• 本人のがワクチンの接種を希望しない、同意しない者

• その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

など

※接種当日の因子
（例えば体調不良、
発熱）を除く



過去にアナフィラキシーを起こした薬品等の成分に、接種
ワクチンの成分と同一のものを含むかどうか調べるには

・［（4-ヒドロキシブチル）アザンジイル］
ビス（ヘキサン-6,1-ジイル）
ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル）

・2-［（ポリエチレングリコール）-2000］-N,
N-ジテトラデシルアセトアミド

・1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン

参考：コミナティ筋注（ファイザー）
の添加物 ◯◯◯

△△△
□□□
× × ×



①薬剤の成分を検索する

処方箋薬品、市販薬品（OTC）であれば、PMDAの
ホームページから添付文書を検索し、確認してください。

https://www.pmda.go.jp/



②一致するものがあった場合、
接種不適当者かどうか判断する

• 過去にアナフィラキシーを起こしたことのある薬剤の成
分と使用するワクチンの成分に一致する物があった場合
でも、過去のアナフィラキシーはその成分が原因だった
かどうか（つまり、原因は別の添加物や主成分だったか
もしれない）はわからないことが多いと思います。

• このような場合、本人と十分にリスクやメリットなどを
お話した上で吟味する必要があります。



２．接種に確認が必要な者（要注意者）

• 心血管、腎、肝、血液、発育障害等の基礎疾患がある者

• 過去に予防接種後２日以内に全身性発疹等のアレルギー歴がある者

• 過去に痙攣の既往がある者

• 免疫不全の診断がある（近親者に先天性免疫不全症の者がいる）者
「新型コロナウイルス感染症に関わる予防接種の実施に関する手引き2.0版」

より引用、一部改変

主治医の判断で接種が可能かどうかを
判断する必要があります（後述します）



• 予診票には、非医療従事者から見ると判断に迷う部分がいく
つかあります。しかしこれは、接種日に予診会場で予診を担
当する医師に質問されても答えにくい部分が多々あります。

• 以下に、患者さんから質問された際の対応の参考となる情報
を提供させていただきますので、患者さんから聴かれた場合
は、ぜひかかりつけの主治医の先生の方で、助言をしていた
だけますと幸いです。

３．予診票から見る、質問への対応



ワクチン接種の優先順位となる「基礎疾患」の基準（5/31）
（１）以下の病気や状態の方で、通院／入院している方
１．慢性の呼吸器の病気
２．慢性の心臓病（高血圧を含む。）
３．慢性の腎臓病
４．慢性の肝臓病（肝硬変等）
５．インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
６．血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
７．免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
８．ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
９．免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10．神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11．染色体異常
12．重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態）
13．睡眠時無呼吸症候群
14．重度の精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉

手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ
継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

（２）基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方



※これらの基礎疾患がある場合、下段の項目のチェックが必要に
なるため、主治医の先生で事前に許可を出しておいてください。

・通常、基礎疾患があれば感染・重症化リスクとなるため、積極的
なワクチン接種対象となります。

・基礎疾患などの問題で全身状態が極めて悪い場合（特に衰弱した
高齢者）などで、ワクチン接種後の副反応（例えば倦怠感や発熱
など）で体調を崩し全身状態が悪化する恐れがあるような場合に
は接種時期について十分吟味してください。



・免疫不全疾患がある場合も感染・重症化リスクになるため、
積極的な接種対象となります。

・ワクチンの機序から、免疫不全があってもワクチン接種に
よりCOVID-19に罹患してしまうリスクは理論上ありません。



・止血凝固能に問題を起こす疾病がある場合や、抗凝固薬
（※抗血小板薬は対象外、次スライド参照）を服用中の場合
ワクチン接種は問題なく可能ですが、接種後に通常よりも長
めに（２分間程度）圧迫止血する必要があります。

・患者さんは、どれが「血をサラサラにする薬」か分からな
い場合がありますので、質問があった場合にはメモを渡すな
ど、援助をしてあげてください。



対象外
のお薬



・癌、血液疾患がある方で強力な抗がん剤などによる治療を
実施している方や、リウマチ性疾患などで免疫抑制剤治療を
行っている方の場合はワクチンの効果を最大限にするために
治療と接種時期の調整を慎重に検討する必要があります。

・基本的には治療を実施している主治医の先生で接種時期等
について前もって相談をお願いいたします。

・ここでは、癌/血液疾患患者とリウマチ性疾患患者について
参考となる資料を提示します。



癌・血液疾患患者への推奨

■ NCCN（全米総合癌センターネットワーク）の推奨

・がん患者はワクチン接種を優先すべきである

・ワクチンを遅らせる理由があるとすれば基本的には一般の

患者と同様なものである（急性疾患に罹患しているなど）

■日本臨床腫瘍学会/癌治療学会/癌学会合同のQ & A（3/29）

前向きな検討、利益不利益の理解、主治医との相談を推奨

■日本血液学会のステートメント（3/17）

・諸外国の対応などを参照しているのみで、特に個別の推奨提示なし



１．手術

手術予定あるいは手術後であってもワクチン接種は前向きに検討すべき

・ワクチン接種後（特に２回目）の副反応、例えば発熱などが手術に関連
する発熱かの鑑別をしやすいように、接種から手術まで数日の間隔、最
長でも１週間空ければ問題ないと考えられています。

・計画的な脾摘を伴う術式を予定する場合、脾摘による免疫不全状態も考
慮し、手術予定日の前後に2週間以上の間隔を設けて接種することが勧
められます。

日本３学会合同 Q & A ワクチン編第１版

参考：NCCN; Cancer and COVID-19 Vaccination ver. 2.0
https://www.nccn.org/



２．放射線治療

放射線治療中あるいは治療前後であってもCOVID-19ワクチン接種は積極的
に検討できると考えられます

・ワクチン接種の時期、注射の場所、治療内容に関連した注意事項などに
ついて、担当の放射線腫瘍医に相談することをお勧めします。

・ワクチン接種と放射線治療のタイミングに関するデータはありません。
しかしながら、発熱・倦怠感などのワクチンの副反応で放射線治療を休
止することは避けるべきですので、可能であれば翌日照射のない週末に
ワクチン接種を受けるのもよいかもしれません。

日本３学会合同 Q & A ワクチン編第１版



３．薬物治療

細胞傷害性抗腫瘍薬による治療中であってもCOVID-19ワクチン接種は前向
きに検討すべきと考えられます。

・現時点では細胞傷害性抗腫瘍薬投与中のどのタイミングでもワクチン接
種を行うこともできますが、もし可能であれば以下のタイミングは避け
た方が望ましいかもしれません。

◯投与日（制吐剤として使用されるステロイドによるワクチン効果減弱の可能性）

◯骨髄抑制のため白血球数が最小になる時期（ワクチン効果減弱の可能性）

◯血小板減少を伴うレジメンでの血小板減少時期（筋注による血種のリスクを避けるため）

◯投与予定日前の2,3日以内（ワクチン接種後2,3日は発熱を認めることがあるため）

日本３学会合同 Q & A ワクチン編第１版

1)細胞傷害性抗腫瘍薬



３．薬物治療

分子標的薬には小分子化合物、抗体薬など様々なものが含まれますが、一
般に分子標的薬による治療中であってもCOVID-19ワクチン接種は前向きに
検討できると考えられます。

・分子標的薬の大多数を占める小分子化合物の多くは連日の内服であるた
め、ワクチン接種を避けるべき時期は特に想定されません。

日本３学会合同 Q & A ワクチン編第１版

2)分子標的薬



３．薬物治療

免疫チェックポイント阻害薬投与中であってもCOVID-19ワクチン接種は積
極的に検討できると考えられます。

・一般に免疫チェックポイント阻害薬の体内での半減期は長いため、ワク
チン接種の効果や安全性は接種のタイミングには左右されにくいと想定
されます。このため現時点では免疫チェックポイント阻害薬投与中のど
のタイミングでもワクチン接種を行うこともできますが、もし可能であ
れば投与予定日前の2,3日以内のタイミングは避けた方が望ましいかも
しれません（ワクチン接種後に発熱する可能性があるため）。

日本３学会合同 Q & A ワクチン編第１版

3) 免疫チェックポイント阻害薬



３．薬物治療

CDC(米)やNHS(英)では、免疫低下の状態にある患者さんでは重症化リスク
が高くワクチンの接種を推奨している。

治療内容によっては、ワクチンの効果を最大化させるために

①ワクチン接種と免疫抑制剤投与のタイミング

②ワクチン接種後の免疫抑制剤再開のタイミング

を検討する必要性が出てくる場合があります。内容については３学会合
同 Q & A（日本臨床腫瘍学会/癌治療学会/癌学会HP内）本文を、詳細はACR
のガイドライン（DOI:https://doi.org/10.1002/art.41734）をご参照下さい。

日本３学会合同 Q & A ワクチン編第１版

4) ステロイド、免疫抑制剤など



リウマチ性疾患患者への推奨

ACRガイドラインより一部引用改変、Arthritis Rheumatol 2021, 3/17
DOI: https://doi.org/10.1002/art.41734

（アメリカリウマチ学会）
・優先してワクチンを受けるべきである。
・ワクチンの効果が減弱する可能性がある。
※他にも多くの推奨があるので元文献参照を推奨
※日本の推奨よりも免疫抑制剤等の調整が細かく規定されている

（日本リウマチ学会）

・接種のリスクと感染のリスクを比較して決める

・原疾患の活動性が安定しているときに行うことが望ましい

・接種前後で免疫抑制剤やステロイドは変更せず継続すべき

日本リウマチ学会 2021,2/15



■ワクチン接種後の免疫抑制剤治療再開について

・日本リウマチ学会の推奨と、アメリカリウマチ学会のスタ
ンスは大きく異なっています。

・後者を採用する場合、薬剤によっては免疫抑制剤の投与再
開時期を調整した方が良い場合があります。

・詳細は元文献に記載がありますが、疾患のコントロール状
況などにもより慎重に検討する必要がありますため、リウマ
チ専門医との相談を事前に行っておいたほうが安全です。

（多くの予診担当医では判断できるレベルではありません）



造血幹細胞移植／細胞療法

・同種移植
・自家移植

移植から少なくとも３ヶ月あけること

・CAR-T細胞療法
CAR-T療法から少なくとも

３ヶ月あけること

NCCN; Cancer and COVID-19 Vaccination ver. 2.0
https://www.nccn.org/covid-19/default.aspx

３．薬物治療 5)その他



血液悪性腫瘍
強い細胞傷害性のある
化学療法（AMLなど） 好中球数が回復するまで待つ（※）

治療または疾患により骨
髄機能不全があり、完全
には回復が難しい状況

接種可能な時期に実施

長期維持療法中 接種可能な時期に実施

※好中球減少自体がワクチンの免疫応答に影響するとは考えていないが、
他の免疫機能回復や血小板数回復などの代替指標として用いられる。

NCCN; Cancer and COVID-19 Vaccination ver. 2.0
https://www.nccn.org/covid-19/default.aspx



固形臓器悪性腫瘍
・細胞障害性のある化学療法
・分子標的治療
・チェックポイント阻害剤や
他の免疫治療

・放射線治療

接種可能な時期に実施

（治療サイクルのどの時期に

接種すればよいかなどは

現時点で不明である）

大手術 少なくとも数日あける※

※複雑（例えば脾摘など免疫機能低下をもたらすものなど）な手術の
場合は更に広い間隔、例えば２週間など開けることを推奨

NCCN; Cancer and COVID-19 Vaccination ver. 2.0
https://www.nccn.org/covid-19/default.aspx



４．ＰＳ不良患者

PS不良であってもCOVID-19ワクチン接種は考慮すべきと考えられます。

・PS不良患者でも接種後に注意すべき点は通常の場合と同様と考えられま
すが、副反応が及ぼす影響は健常者より大きいと考えられ、慎重な経過
観察が必要と思われます。

・最新のデータを参考に、主治医の先生と予後も勘案し慎重に判断するこ
とが大切と考えられます。

日本３学会合同 Q & A ワクチン編第１版



• 急性疾患に罹患して間もない場合は、ワクチン接種に
より、急性疾患の経過に影響を及ぼしたり、思いがけ
ない副反応などを呈する可能性があるかもしれません。

• 急いでワクチンを接種しないとならない特別な事情が
無い限り、その急性疾患が十分にコントロールされ、
体調が安定してから接種するよう促して下さい。

（目安として、急性疾患治癒後２週間とされています）



・小児期の熱性けいれん等の既往のみでは、接種不適当者にはなりま
せん。

・現在において、けいれん発作が起こる方も、けいれん発作状況がよ
く確認されており、病状と体調が安定していれば、主治医（予診
医）が適切と判断した場合には接種しても差し支えありません。

※接種後に発熱を認めることがあるため、発熱によってけいれん発作
が生じやすいとされているてんかん患者については、発熱が生じた
場合の発作予防策と発作時の対策を設定・指導してください。

予診票の確認のポイント Ver 2.1（厚労省）



・接種するワクチンの成分に対し重度の過敏症の既往のある人、１回
目の接種でアナフィラキシーを起こした人は、接種不適当者に該当
します。

・食物アレルギー、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻
炎（花粉症含む）、蕁麻疹、アレルギー体質等だけでは、接種不適
当者にはならず、接種するワクチンの成分に関係のないものに対す
るアレルギーを持つ方も接種は可能です。

・即時型のアレルギー反応の既往歴がある人は、通常 15 分間の経過
観察のところ通常より長く、接種後 30 分間の経過観察をします。



・種類／症状が重度のアレルギーの場合は１つ前の項目を参考
にしてください。

・種類／症状が、注射した際の迷走神経反射（失神などを含
む）を疑うものだった場合は、本人の同意があれば接種は可能
ですが、場合によってはベッドやリクライニング椅子などに
座った状態で接種し、接種後は３０分程度立ち上がらずに安静
にしておくことで対応する可能性があることを説明してくださ
い。



「新型コロナワクチン Q & A」（厚労省HP）
ワクチンを接種する方から頻繁に尋ねられることの解説が
書かれてあります。ぜひ一度目を通してみてください。

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

その他の質問に対して



さいごに
• 住民向けの集団接種会場で予診を担当する医師の多くは、感
染症やアレルギーなどの専門家ではなく、個別の患者さんの
基礎疾患などについての専門家でもない可能性が高いです。

• このため、スムーズな集団接種運営のためにはかかりつけの
先生方の事前のご協力が欠かせません。

• 判断に迷う場合は「接種会場で相談して下さい」ではなく、
必要に応じて、専門家へ相談していただくようご配慮をお願
いいたします。
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