
3回目接種を迷われている方へ
現在、国内で主流となっている「オミクロン株」は感染力が強いた

め、重症例の増加が懸念されています。若年層でも新型コロナウイル
スに感染した後、重症化することや、後遺症が生じることもありま
す。
ワクチンについては、様々な情報を目にする機会が多いかと思いま

すが、以下に掲載している内容を十分ご理解いただいた上で、ワクチ
ン接種について適切なご判断をいただきますようお願いします。

■ 埼玉県内の感染状況

6月１日～7月18日 埼玉県内 年代別感染者数（※）

（単位：人）

※「発症者数」は、無症状の「感染者数」を除いた人数

（埼玉県ホームページ資料を参考に作成）

6月1日～7月10日 埼玉県内 年代別発症者数（※） 推移

（埼玉県ホームページより抜粋）

戸田市 新型コロナウイルスワクチン 3回目

■ 戸田市ワクチンメーター（接種状況）
（令和４年７月１９日現在）

（令和４年７月）
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オミクロン株の感染が収束しない中、

中・若年層の感染が拡大傾向にあり、中・

若年層のワクチン接種が求められます。2

回目接種から5カ月以上経過するとワクチ

ン効果が低下しますが、3回目接種により

回復すると報告されています。ワクチンの

副反応に関して、3回目接種では2回目に比

べ同等あるいは若干高くはありますが、ほ

とんどが軽症あるいは中等症であり、かつ

接種翌日に最も多かったと報告されていま

す。基礎疾患のある人はもちろん、皆さん

も自分のため、家族のため、社会のため、

ワクチン接種にご協力ください。

蕨戸田市医師会 会長
はやふねクリニック 院長
早舩 直彦 医師

「感染再拡大防止のために」

蕨戸田市医師会 理事（ワクチン担当）
公平病院（※） 病院長
公平 誠 医師

コロナ禍となり2年が経過しました。その

間、コロナ治療薬の登場、ワクチンの接種、

ウイルスの株の変化など感染の波ごとに状況

が変化してきました。第6波では重症化は減り

ましたが、若年層への感染が拡大し、コロナ

後遺症で医療機関を受診される方も増えてい

ます。後遺症では倦怠感、呼吸苦、味覚・嗅

覚障害など様々な症状が長い期間続くことが

多く、日常生活や社会・学校生活に支障をき

たすことがあります。コロナ後遺症へも感染

予防が最も重要であり、ワクチン接種は有効

な手段の1つです。市内の多くの医療機関でワ

クチン接種を実施しています。接種をお考え

の方はぜひ利用ください。

「コロナ後遺症（long Covid)」

■ 医師のコメント

※埼玉県新型コロナウイルス感染症重点医療機関

コロナ発生以来、私は自分の病院も含め日本中の重症患者を治療してきました。そこから分

かった事は、人工呼吸やエクモ(※)が必要となる重症患者の多くはワクチンを打っていない人

たちです。ワクチンは感染を予防する効果もありますが、もし感染しても重症化を防ぎます。

それは死に至ることを防ぐと言うことです。日本のコロナ重症患者の治療成績は、とても良く

死亡者数も少ないです。しかし人工呼吸やエクモ(※)は、とても大変で苦しさを伴う治療です。

あなたとあなたの大切な人を守るために、ワクチン接種をご検討ください。

※「エクモ」…人工肺とポンプを用いた体外循環による治療

日本ECMOnet 理事長
かわぐち心臓呼吸器病院 院長
竹田 晋浩 医師

「コロナ感染者の重症化の実態」



■ ワクチンの効果

日本で接種が進められているワクチンは、発症予防効果等がある一方、その効果は時間の経過に伴い、
徐々に低下していくことが示唆されています。一方、3回目接種により、低下した発症予防効果や重症
化予防効果等を高める効果があることが、臨床試験や様々な疫学研究等で報告されています。

発症予防効果

（厚生労働省 厚生科学審議会 資料より抜粋）

オミクロン株に対する入院予防効果は、英国の報告によると、３回目接種から１０５日以降では、
１８～６４歳で６７.４～７５.９％、６５歳以上で８５.３～８６.８％と報告されています。米国におい
ても、オミクロン株流行期におけるｍRNAワクチンの入院予防効果は、２回目接種後１４～１７９日
で８１％、１８０日以降で５７％、３回目接種後１４日以降で９０％であったと報告されています。
また、３回目接種後の発症予防効果や入院予防効果は、オミクロン株BA.1とBA.2に対して同様で
あったとの報告もあります。

新型コロナワクチンのオミクロン株に対する発症予防効果は、ファイザー社又はモデルナ社ワクチ
ンを２回接種した２～４週間後は６５～７０％でしたが、２５週後までに１５％程度まで低下しまし
た。3回目接種の２～４週後は６０～７５％に回復することが確認されています。

入院予防効果

感染予防効果

オミクロン株に対するモデルナ社ワクチンの感染予防効果は、２回目接種１４～９０日
経過後で４４％でしたが、その後経時的に効果が低下していくことが確認されています。
３回目接種により、接種から１４～６０日経過後で７１％、６１日経過後以降は４７％と
報告されています。

（厚生労働省 厚生科学審議会 資料を参考に作成）

（厚生労働省 厚生科学審議会 資料より抜粋）

（厚生労働省 厚生科学審議会 資料より抜粋）

ファイザー社ワクチン２回目接種後及び３回目接種後の発症予防効果の推移

モデルナ社ワクチン２回目接種後及び３回目接種後の発症予防効果の推移

（厚生労働省 新型コロナワクチンＱ＆Ａより抜粋）



■ ３回目接種の予約方法など

問い合わせ 戸田市コールセンター
電話 ０４８－２２９－０５７７
午前８時３０分～午後５時（土日祝日含む）

インターネット又は
電話で予約 ⇒

～平日は忙しい方へ～
・7月下旬～８月下旬 週末（金曜夜間・土曜・日曜）の特別予約枠を設定

■ ワクチンの副反応

ファイザー社のワクチン及びモデルナ社のワクチンいずれの場合も、米国で実施された３回目接種に
係る臨床試験の結果、３回目接種後に確認された様々な有害事象は、２回目の接種後に確認されたもの
と比較して、その発現傾向は概ね同様であるとされています。

３回目接種後の体調変化に関するアンケート結果

戸田市内の医療機関や集団接種会場で３回目接種をされた方に、副反応や交互接種（※）に関す
るアンケートを実施しました。（※交互接種とは１，２回目とは異なるワクチンを接種すること）

（集計期間 3月１１日～５月３１日、回答数２,１３６人）

3回目接種に
ついて詳しく
はこちら ⇒

（厚生労働省 新型コロナワクチンＱ＆Ａより抜粋）

Q.副反応はいつからありましたか ?

*2回目は市職員アンケート結果（回答数159人）

Q.1・2回目の接種後の反応と比べて
どうでしたか ?

2・3回目のワクチン種類別の副反応（複数回答）

Q.副反応はありましたか?
なし

Q.どのような副反応がありましたか?（複数回答）

2回目* 3回目

37.5℃以上 26.4% 27.1%

38℃以上 34.0% 30.5%

赤くなる 20.1% 13.2%

腫れる 32.1% 23.7%

痛み 79.2% 87.2%

熱感 31.4% 18.6%

頭痛 41.5% 45.1%

吐き気 9.4% 6.2%

倦怠感 61.6% 62.4%

副反応の内容

発熱

接種部位

反応

全身症状

10.5
％

大きな影響
があった

影響が
あった

2回目 ファイザー 2回目 モデルナ 2回目 ファイザー 2回目 モデルナ

3回目 モデルナ 3回目 ファイザー 3回目 ファイザー 3回目 モデルナ

37.5℃以上

38℃以上

赤くなる

腫れる

痛み

熱感

頭痛

吐き気

倦怠感 60.8%

30.4%

32.7%

17.9%

29.3%

87.1%

21.7%

47.3%

6.5%

64.6%

9.8%

19.3%

85.6%

16.0%

42.1%

5.3%

67.1%

21.2%

15.2%

9.5%

17.8%

86.0%

14.8%

36.0%

2.7%

53.8%

接種部位

反応

全身症状

29.2%

45.2%

15.2%

27.5%

90.4%

21.3%

52.7%

9.2%

副反応の内容

回答数499人 回答数285人 回答数807人 回答数542人

発熱
25.5%

25.2%

交互接種は有効で安全
であると聞いたから

予約枠が空いていたから

交互接種の方が効果が
高いと聞いたから

2回目とは異なるワクチン
を接種しようと思ったから

その他

特に理由はない

13.5%

34.3%

同じ
29.8%

2日
39.6%

4日以上

翌日
52.7%

2日目
2.1%

3日目以降
0.2%

Q.副反応は何日ぐらいで治まりましたか？

Q.日常生活への影響はありましたか？

全く影響は
なかった

大きな影響
はなかった

Q.3回目で異なるワクチンを選んだ理由（複数回答）


