
公益社団法人日本看護協会御中

オミクロン株対応ワクチンの接種促進のための更なる取組推進について

(依頼)

新型コロナウイルス感染症への対応に日頃から格別のご理解とご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症は、過去2年いずれも、年末年始に拡大しているお

り、また、この秋・冬については、季節性インフルエンザとの同時流行が懸念さ

れるとの専門家の指摘もあります。

9月から、オミクロン株対応ワクチンの接種を開始していますが、オミクロン

株対応ワクチンの重症予防効果等は従来型ワクチンを上回ることや、今後の変

異株に対してもより有効であることが期待されています。

こうしたことを踏まえ、年内にオミクロン株対応ワクチンの接種を進めるこ

とが非常に重要であり、希望する全ての対象者が年内に接種を受けられるよう、

事務連絡

令和4年11月8日

政府では接種体制の確保や周知広報を行っているところです。

貴会におかれましても、適宜リーフレットや動画資材を活用いただき、会員の

皆様等への周知や各所での掲示・配布をいただくとともに、以下のとおり会員の

厚生労働省医政局看護課

皆様等に取り組んでいただきたい事項を整理しましたので、当該事項について

積極的に取り組んでいただけますよう働きかけていただけれぱ幸いです。

<会員の皆様等に取りんでいただきたい事項>

以下希望する全ての対象者が年内に接種を受けられるよう、ご協力をお願い

します。

@従業員等へのワクチン接種に関する周知

社内メールや社内掲示等において、以下の広報資材などを活用・提供するこ

となどにより、従業員等への周知をお願いいたします。
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(リーフレット)

別添l htt s

別添2 htt s

(周知動画)

0 (政府インターネットテレビ)ねおX木下先生「新しいコロナワクチンのこ

と聞いてみた」

htt s://nettv. OV-online.0.'/ r / r 25464. html

//WWW. mh lw

//W脚. mhlw

2医療機関等単位での自治体の大規模接種会場等における団体接種や、職域接

種の実施

/content/001004214

/contenvoo0999261

企業・団体等単位での団体接種や職域接種を積極的に実施いただくことで、

従業員等の接種機会を設けて頂くようお願いいたします。

団体接種については、全ての都道府県に相談窓口を設置しておりますので

ご活用ください。

また、職域接種については、初回接種又は3回目接種時に職域接種を実施

した医療機関等を対象としており、下記の厚生労働省のHPに実施方法等を掲

載しております。

3ワクチン接種が受けやすくなるよう休暇や労働時間の取扱いについて

別添3「ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い」を参考に、従業員

等が接種を受けやすい環境作りをお願いいたします。

0厚生労働省 HP 職域追加接種(オミクロン株対応ワクチン)に関する企業

向け説明会(令和4年9月22日開催)資料職域接種に関するお知らせ

htt s://WWW. mhlw.0.'/content/000992507. df
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<新型コロナワクチン接種>

オミクロン株に対応した

2価ワクチンの接が開されました。

接種可能な間 Tが

、=になりました!
^

^

ぜひ 、

の接をご検討ください。

省ホームベージ「田内の髮生状況」をもとに作成

▼司

接種の対象と使用するワクチン
^

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(1・ユ回目接種)を完了した12 以上の全ての方が対隷で、一人1回接種できます。

2022年10月21日

厚生労働省

1・2回目接種を完了した12歳以上で最終接種から3か月以上(※)経過している方は、接種可能になりました。
(・:・)5か月から3か月に短縮されました。

例えぱ、9月15日に従来型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。

<オミクロン株対応2価ワクチンの種類> 3回目以降の接穩対1.2回目接種対象者 者

18歳以上12歳以上
ファイザー社ワクチン 12歳以上(使用不可)

【BA.1対応型 BA.4-5対応型】

モデルナ社ワクチン
18歳以上X (使用不可)【BA.1対応型】

(※)2022年10月時点では、オミクロン株対応2価ワクチンは、11歳以下は接種対鼠となりません。

ひと、くらし、みらいのために

Ministryof H■ヨ1th,L己bourand w.1fare

5月

k_メ、

これまで2年問、年末年始に新型コロナは流行しています。 02年の年末までに、重症化りスクの高い
高齢者はもとより、若い方、オミクロン株対応2価ワクチンによる接種を完了するようおすすめします。

<日本国内の新規感染者数(1日ごと)>
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<諸外国において推奨されている、オミクロン株対応ワクチンの前回の接種からの接種問隔>

推奨の発表機関(※)

会 2022/10/20厚生科学審

2022/8/15JCVI

2022/8/31CDC/FDA

2022/9/1NACI

2022/9/20保健省

2022/10/6保健省

2022/10/6STIKO

イスラエル

フランス

ドイツ

(※)JCVI

NACI

予防接種・ワクチン合同委員会

予防接に関する諮委員会

オミクロン株対応2価ワクチンの種類と

類の2価ワクチン(BA.1対応/BA.4占対応型)が使用可能ですが、い2

ワクチン(※)を上回る効果が期待されます。

CDC :疾病予防管理センター

STIKO :予防接常般委員会

回乱・回
検索

画'.'_

2価ワクチンは、従来株の成分に加え、オミクロン株の成分が含まれ

ています。オミクロ^の成分に2つの種類侶A.1とBA.45)がある

ため、2種類のワクチンがあります。その効果は以下の通りです。

OBA.1、 BA.45は、いずれもオミクロン株の種類(亜系統)です(右

図参照)。そのため、 BA.1 対応型であっても、 BA.4占対応型で

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、1価の

従来型ワクチンを上回る効果が期待されています。

0また、BA.1対応型であっても、BA.4・5対応型であっても、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。

FDA 食品医繋品局

出典 生科学審■会予防接糧・ワクチン分萪会資料より

3か月以上

3か月以上

2か月以上

3か月以上

3か月以上

3か月以上

3か月以上

(2022年10月17日時点)

ファイザー社及ぴモデルナ社

の2価ワクチンの薬事承認にお

いて、どちらのワクチンも従来

型ワクチンとおおむね同様の

症状が見られました。

く新型コロナウイルスの変異株の枝分かれ(系統樹

◎ワクチンを受けるにはご本人の同が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のりスクの双方について、正しい知を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご
判断いただきますようお願いします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

予接種被害済度があります。

予防接種では康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、
救済制が設けられてぃます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

オミクロン株対応2価ワクチンの

<接種後7日問に現れた症状>

発現割合

50%以上

10~50%

1~10%

(纂)新型コロナの従来株に対応した1価ワクチン

れも従来型

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい報については、厚生労
ホームページの「新型コロナワクチンについて」のべージをご覧ください。

ホームヘージをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

Beta

俵)出典をもとに改変

出典:゛/anE. Q., GUO. Y..1ket3ni, S. et al. Antlbody eνヨ510n by sAR5COV・20mk,on
5Ubvar1己nt5 BA2.12.1, BA.4 and BA.5. Nature 608,603・608 (2022)

0.001

ファイー社

注射部位疹痛

疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛

下痢、発赤、腫脹、発熱、嘔吐

アしファ株
仏m関ヨ

● Gヨ巾ma

お問合せ先

伯A.45)
.●個●●.

,゛8A.2.12.1

オミクロン株

オミクロン株

デルタ株

オミクロン株

症状

注射部位疾痛、疲労

頭痛、筋肉痛、関節痛、りンパ節症、悪寒、悪心・嘔吐

紅斑・発赤、腫脹・硬結、発熱

モデルナ社

出典:特例承認に係る報告告より改
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※裏面上部に諸外国情報を追加しています。

新型コロナワクチン接種>

=クロ'株に、応した

チンの接種が開始されました

【第2報】

.

a 接種の対象と使用するワクチン ^

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

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

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

これまで2年間、年末年始に新型コロナは流行しています。20 2 の年末ま゛に、重症化りスクの高い
高齢者はもとより、若い方にもオミクロン株対応2価ワクチンによる接種を完了するようおすすめします。

詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

3回目以降の接対隷者<オミクロン株対応2価ワクチンの種類> 1.2回目接種対鼠者
12歳以上 18歳以上ファイザー社ワクチン X (使用不可) 12歳以上
0【BA.1対応型/BA.4占対応型】

モデルナ社ワクチン 18 以上 X(使用不可)
【BA.1対応型】

(・:・)2022年10月時点では、オミクロン株対応2価ワクチンは、11歳以下は接種対歌となりません。

0

' 4・5の

2022年10月21日

゛

厚生労働省
ひと、くらし、みらいのために

ミクロン株対応2価ワクチンの種類と特徴

2種類の2価ワクチン恨A.1対応型/BA.4占対応型)が使用可能ですが、いずれも

Min{5tryof H●ヨ1th.Labourand welfar●

従来型ワクチン(※)を上回る効果が期待されます。

2価ワクチンは、従来株の成分に加え、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に2つの種類

(BA.1とBA.45)があるため、2種類のワクチンがあります。

その効果は以下の通りです。

BA.1、 BA.4-5は、いずれもオミクロン株の種類(亜系統)

です(右図参照)。そのため、 BA.1 対応型であっても、

BA.45対応型であつても、現在流行の中心であるオミク

ロン株に対しては、1価の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 対応型であっても、 BA.45対応型であっても、

従来株とオミクロン株の2 類の成分があることにより、

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。

オミクロン株

<新型コロナウイルスの変異株の枝分かれ(系統樹)>

(・:・)新型コロナの従来株に対応した1価ワクチン

従来株(WAI)

Beta

0.001

{叫出典をもとに改変

6倶'VJan宮. Q, GUO. Y.,1ketanl, S. et aL Anubody eνヨ5ion bγ 5ARS・COV・20mkr0Π 5Ubva iants
BA 2.121. BA4 and 8A5. Nature 608.603608 (2022)

アルファ株

Gamma オミクロン株
(BA 45)
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<諸外国において、2022年秋以降に追加接種が推奨されているオミクロン株対応ワクチン>

推奨の発表日推奨の発表機関(※)

厚生科学審議会 2022/9/14

2022/9/1CDC/FDA

2022/9/3JCVI

保健省 2022/9/20

保健省 2022/10/6

2022/10/6STIKO

2022/10/フNACI

匝]日本
髪米国

器英国
^イスラエル
璽三皿フランス

ドイツ

1壷1 カナダ
(業)CDC :疾病予防管理センター

STIKO :予防接穆常殴委員会

FDA :食品医禁品局」CVI:予防接種・ワクチン合同委貝会

NACI:予防接に関する陪委貝会

Q.BA.1対応型ワクチンよりBA.4占対応型ワクチンのほうが効果があると聞きましたが、本当で
すか?BA.4占対応型ワクチンを接種できるようになったので、BA.1対応型ワクチンの接種は

控えて、少し待ってでもBA.4占対応型ワクチンを接種するほうがよいのではないでしょうか。

A.現時点の知見を踏まえた専門家による検討では、免疫を刺激する性質を比較した場合、従来

株と現在流行しているオミクロン株との差と比較すると、オミクロン株の中での種類恨A.1と

BA.4-5)の差は大きくないことが示唆されています。

オミクロン株対応ワクチンは、オミクロン株の種類旧A.1とBA.4-5)1こ関わらず、オミクロン株

成分を含むことで、現在の流行状況では従来型ワクチンを上回る効果があること、オミクロン株
と従来株の2種類の成分が含まれることで、今後の変異株に対しても有効である可能性が
より高いことが期待されています。
のこめ、のでく接可能なオミクロン株成分を含むワクチンを接種いただくよう

推奨ワクチン

BA.1対応型又は BA.4占対応型

BA.4占対応型

BA.1対応型

BA.4占対応型

BA.1対応型又は BA.4占対応型

BA.1対応型又は BA.4占対応型

BA.1対応型又は BA.4占対応型

(2022年10月17日時点)

オミクロン株対応2価ワクチンの

出典:厚生科学害臣会予防接種・ワクチン分科会責料より

お願いします。

ファイザー社及ぴモデル

ナ社の2価ワクチンの薬

事承認において、どちら

のワクチンも従来型ワク

チンとおおむね同様の症

状が見られました。

0ワクチンを受けるにはご本人のが必です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のりスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接をご
判断いただきますようおいします。受ける方の同なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

被救済があります。予防接

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、
救済制度が設けられています。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

回晶・回新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい報については、生労働省
厚労コロナワクチン

ホームページの「新型コロナワクチンについて」のべージをごください。

画'.'..ホームページをごになれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

オミクロン株対応2価ワクチンの

<接種後7日問に現れた症状>

発現割合

50%以上

10~50%

1~10%

ファイザー社

注射部位痔痛

疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛

下痢、発赤、腫脹、発熱、嘔吐

お問合せ先

症状

亀、

注射部位疾痛、疲労

頭痛、筋肉痛、関節痛、りンパ節症、悪寒、悪心・嘔吐

紅斑・発赤、腫脹・硬結、発熱

モデルナ社

出典:特例承認に係る報告香よリ改編

＼
亀
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ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い

.ワクチン接種に関する休暇や労働時問の取扱い{こついて、以下の厚生労働省HPで案内しています。

※新型コロナウィルスに関するQ&A (企業の方向け)
https://VVVVVV.mhlvvgo.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

の口ι刑コロ &Aレに

1<ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い> 1
問20 自社に勤める労働者が新型コロナワクチンの接種を安心して受けられるよう、新型コロナワクチン接種や接種後に発熱などの症状が1
出た場合のために、特別の休暇制度を設けたり、既存の病気休暇や失効年休積立制度を活用できるようにするほか、勤務時間中の中抜けを1
認め、その時間分就業時刻を後ろ倒しにすることや、ワクチン接種に要した時間も出勤したものとして取り扱うといった対応を考えていま1
す。どぅいった点に留意が必要でしょうか。

、^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ー^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ーーー^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

職場における感染防止対策の観点からも、労働者の方が安心して新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後
に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいものです。

また、①ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、既存の病気休暇や失
効年イ木積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等をこれらの場面にも活用できる
よう見直すこと、②特段のぺナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分就業時刻の繰
り下げを行うこと)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れたことを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものと
取り扱うこと)を認めることなどは、労働者が任意に利用できるものである限り、ワクチン接種を受けやすい環境の整備に適うものであり、
一般的には、労働者にとって不利益なものではなく、合理的であると考えられることから、就業規則の変更を伴う場合であっても、変更後
の就業規則を周知することで効力が発生するものと考えられます。

こうした対応に当たっては、新型コロナワクチンの接種を希望する労働者にとって活用しやすいものになるよう、労働者の希望や意向も踏
まえて御検討いただくことが重要です。

■上記問20のほか、ワクチン接種の対象年齢の子どもを持つ労働者の休暇や労働時間の取扱い(問21)、新型コロナウィルス櫂患時を例
とした年次有給休暇取得の扱い(問9)、アルバイト・パートタイム労働者等への年次有給休暇等の扱い(問10)などのQ&Aが用意さ
れている。

ノノ＼ ,,九


