
 

COVID-19予防接種 

BC 州のビジネス、イベント、またはサービスに参加するにあたり、ワクチン接種証明の提示は不要です。海外旅行の

場合は、ワクチン接種証明が必要な場合があります。詳細については、BC 州政府：ワクチン接種証明をご確認く

ださい。 

COVID-19 ワクチンに関する詳細は、下記ページをご確認ください：  

 COVID-19 mRNA ワクチン (ヘルスリンク BC ファイル#124a) 

 COVID-19 バイラルベクターワクチン (ヘルスリンク BC ファイル#124b) 

 COVID-19 プロテインサブユニットワクチン (ヘルスリンク BC ファイル#124c)  

ワクチンを受ける  

BC 政府：COVID-19 予防接種計画は、人の命を救い、COVID-19 の感染を防ぐために作成されています。計画の

次の段階は、すべての人を持続的に保護することに焦点を当てています。 1 回目、2 回目、またはブースター接種の

仕方などの詳細については、以下を参照ください。 

 BC 疾病管理センター：ワクチンを受ける  

 BC 州政府：COVID-19 ワクチン、予防接種、治療 

 BC 州政府：COVID-19 ワクチンの受け方  

予約が必要かどうか、予約なしまたは立ち寄りでの接種は可能かどうかなどの最新情報については、BC 州政府：

COVID-19 ワクチンの受け方をご覧いただき、お住まいの保健当局の COVID-19 ワクチンが接種できる診療所をお

探しください。 

ブースター接種 

ブースター接種は、COVID-19 の深刻な結果に対する保護を延長するのに役立ちます。 

完全な保護のために、5 歳以上のすべての方は継続的なブースター接種が必要です。案内は、最後の接種から 6 

か月後に順次送付されます。ほとんどの方にとって、リスクが高まる時期にブースターを接種するのが最善です。 

COVID-19 のリスクが最も高い方から順に、秋のブースターの案内が現在配布されています。 

 高齢者 

 先住民族 

 臨床的に非常に脆弱な人 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/jp/proof
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124a-J_3.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124b-J_0.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/hfile124c-J.pdf
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/jp/immunization
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/jp/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/jp/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/jp/register


 医療従事者 

秋のブースターを含む COVID-19 のブースターに関する詳細は、下記をご確認ください： 

 BC 州疾病管理センター：ワクチンを受ける  

 BC 州政府：ブースター接種を受ける 

子供、学生と COVID-19 ワクチン 

子供および若者向けの COVID-19 ワクチンに関する詳細は、BC 疾病管理センター：子供と COVID-19 ワクチンお

よび BC 州政府：子供向け COVID-19 ワクチンをご覧ください。 

乳幼児法では、子供は、ワクチン接種などの医療ケアを受けるにあたり同意することができます。 

生後 6 か月から 4 歳  

生後 6 か月から 4 歳の子供の COVID-19 ワクチンに関する詳細は、下記をご確認ください： 

 予防接種 BC: COVID-19 ワクチン(生後 6 か月から 4 歳の子供) 

 予防接種 BC: COVID-19 ワクチン(生後 6か月から 4歳の子供) よくある質問 

5 歳から 11 歳 

5 歳から 11 歳の子供の COVID-19 ワクチンに関する詳細は、下記をご確認ください： 

 予防接種 BC：5 歳から 11 歳の子供向け COVID-19 ワクチン情報 

 予防接種 BC: 5 歳から 11 歳の子供の COVID-19 ワクチンに関するよくある質問 

12 歳から 17 歳 

12 歳から 17 歳の子供の COVID-19 ワクチンに関する詳細は、下記をご確認ください： 

 予防接種 BC：12 歳から 17 歳の子供向け COVID-19 ワクチン情報 

 予防接種 BC： 12 歳から 17 歳の若者の COVID-19 ワクチンに関するよくある質問 

BC 州に到着する学生 

詳細に関しては、下記をご確認ください: 

 BC 州疾病管理センター:BC 州外またはカナダ国外でワクチン接種を受けている 

 BC 州政府: ワクチン接種証明 

ワクチン接種後 

予防接種後に何が起こるのか、何に注意すべきかに関する詳細は、下記をご確認ください BC 州疾病管理センタ

ー：ワクチンアフターケア 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#second
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-registration-eligibility#second
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/jp/booster
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children#Ages--5--to--11
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/jp/children
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/infants-act-mature-minor-consent-and-immunization
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-6-months-4-years-old
https://immunizebc.ca/faq?category_tid=453&combine=
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-5-11-years-old
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-children-5-11-years-old
https://immunizebc.ca/COVID-19-vaccines-FAQ-5-to-11
https://immunizebc.ca/COVID-19-vaccines-FAQ-5-to-11
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-youth-12-17-years-old
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccination-youth-12-17-years-old
https://immunizebc.ca/COVID-19-vaccines-FAQ-12-17
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/international
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/international
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/jp/proof
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/VaccinationAftercare.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/VaccinationAftercare.pdf


ヘルスリンクBCファイルトピックスに関する詳細は、www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-filesをご確認い

ただくか、最寄りの公衆衛生局へお立ち寄りください。緊急を要しないBC州における健康情報および助言については、 

www.HealthLinkBC.ca をご覧いただくか、8-1-1(フリーダイヤル)までお電話ください。耳が不自由な方、難聴の方は、7-1-1ま

でお電話ください。ご希望により、130以上の言語で翻訳サービスがご利用いただけます。    

ワクチンに関する考慮  

COVID-19 ワクチンを接種すべきでない理由はほとんどありません。アレルギー、妊娠、および授乳といった特定の健

康上の懸念がある個人に対する COVID-19 ワクチンの詳細については、下記をご確認ください BC 州疾病管理セン

ター：ワクチンに関する考慮 

ワクチンの安全性 

ワクチンの承認プロセスおよび安全性に関する詳細は、下記をご確認ください： 

 BC 州疾病管理センター：ワクチンの安全性 

 BC 州疾病管理センター：ワクチンの承認および開発 

ワクチンの効果  

ワクチンの効果に関する詳細は、下記をご確認ください： 

 BC 州疾病管理センター:ワクチン接種による影響と補償を確認する 

ワクチンに関する質問  

COVID-19 ワクチンに関する質問や懸念がある場合、下記をご覧ください：  

 予防接種 BC：COVID-19 関するよくある質問  

 BC 疾病管理センター：COVID-19 ワクチン  

 

 

最終更新：2022 年 9 月 28 日 

COVID-19 予防接種ヘルスフィーチャーで提供されている情報は、以下のウェブページから採用しています。 

BC 州疾病管理センター：COVID-19 ワクチン、予防接種 BC:COVID-19 ワクチンに関するよくある質問、BC 州政

府 COVID-19 ワクチンの受け方 、BC 州疾病管理センター：ワクチンに関する考慮、および BC 州疾病管理センタ

ー：ワクチンを受ける（アクセス 2022 年 9 月） 

 

 

  

http://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations#cev
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-safety
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-approvals-development
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/measuring-vaccination-impact-coverage
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
https://immunizebc.ca/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccine-considerations
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/getting-a-vaccine

