
2記事内容の詳細は市ホームページでご覧いただけます。

◆�発熱などの症状があるときはかかりつけ医に電話で相談
◆��かかりつけ医がない場合は、八尾市新型コロナ受診相談センターに電話で相談

994−0668（平日８時45分〜17時15分）

発熱などの症状がある場合はまずは電話で相談を

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症
保健予防課　 994−6644　FAX922−4965

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症
一人一人がうつらない・うつさない行動を一人一人がうつらない・うつさない行動を

Close
Up!

　本市の感染状況では、友人や親族、職場の同僚などと会食をした人の感染が確認されています。普段、手洗いや消
毒などの感染対策をしていても、短時間でもマスクを外して会話することで感染のリスクが高まります。食事中など、
マスクを外さないといけない場面もありますが、「会話をするときは、短時間であってもマスク着用」を徹底しましょう。
　また、家庭内での感染の事例も少なくなく、一度、家庭内にウイルスが入り込んでしまうと、家族間の感染を防ぐ
ことは簡単ではありません。「家庭内にウイルスを持ち込まないこと」が大切です。
　自分自身はもちろん、家族や友人の命を守るために、慎重な行動をお願いします。

※�左記時間以外（夜間・休日） �050−3531−4455

■若い世代も後遺症が出る場合があります
　新型コロナウイルスに感染した後、症状
が長引く場合（いわゆる後遺症）があります。
　大阪府が設けた後遺症の相談窓口に
あった相談のうち、症状別として、30%が
倦怠感、25%が嗅覚障がい、21%が味覚障
がい、19%が脱毛の症状を訴えました。ま
た、年代別では、20歳代が4.8％、30歳代
が13.9％と、若い世代でも後遺症に悩まさ
れていることが分かります。
　新型コロナウイルス感染症の後遺症の相
談は、大阪府新型コロナ受診相談センター

06−7166−9911（平日８時〜 21時）、左記
時間以外（夜間・休日） 050−3531−5598

大阪府の新型コロナ受診相談センターへの後遺症の相談件数など（７月８日〜 31日）

出典：第58回大阪府新型コロナウイルス対策会議資料

【後遺症の主な症状】　※複数回答
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【年代別相談件数〔208件〕】

2200代代
1010人（4.8％）人（4.8％）

3300代代
2929人（人（1313.9％）.9％）

4400代代
5151人（人（2424.5％）.5％）5500代代

4242人（人（2020.2％）.2％）

6600代代
2323人（人（1111.1％）.1％）

7700代代
1313人（6.3％）人（6.3％）

8800代以上代以上
４人（1.9％）４人（1.9％）

不明不明
2727人人

（（1313.0％）.0％）

1100代以下代以下
９人（4.3％）９人（4.3％）

出典：第59回大阪府新型コロナウイルス対策会議資料

■ワクチンには発症予防効果などがあります
　接種が行われている新型コロナワクチ
ンは、いずれも、新型コロナウイルス感
染症の発症を予防する高い効果があり、
また、重症化を予防する効果も期待され
ています。
　右記のデータから、ワクチン未接種者
に比べて、接種者はどの年代も重症化や
死亡する割合が少ないことが分かります。

大阪府内のワクチン接種別の陽性者数（６月１日〜９月19日判明分）

接種済者 未接種者

陽性者数 重症者の
割合

死亡者の
割合 陽性者数 重症者の

割合
死亡者の

割合

20・30歳代 422 0.0％ 0.0％ 39,781 0.2％ 0.0％

40・50歳代 561 0.2％ 0.0％ 22,045 2.2％ 0.2％

60歳代以上 1,077 1.3％ 1.2％ 4,967 5.9％ 3.5％
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　新型コロナワクチンは、副反応の出現頻度が高いことや新しい仕組みのワクチンということもあり、接種を受ける
かどうか迷っている人もいるかと思います。
　ワクチン接種を受けることで、発症予防効果や重症化予防効果が期待できます。さらに、仮に感染してしまったと
しても、ウイルスの量が低く抑えられる効果も確認されているため、同居する家族など、身の周りの人を守る効果も
期待できます。ワクチン接種を受けるかどうかの選択は、ワクチン接種によるリスクと新型コロナウイルスに感染す
るリスク（重症化や長期にわたる後遺症のリスク）を比べる必要があります。本市では11月末までに接種を完了する
予定です。接種を希望する人はお早めにご予約ください。

出典：厚生労働省ホームページ

ワクチンは自分だけでなく、周りの人も守ります

　新型コロナワクチンの接種を受けること
は強制ではありません。病気などさまざま
な理由により、新型コロナワクチンを接種
できない人もいます。接種していない人に
対して、接種の強制や差別、不利益な取り
扱いを行うことのないよう、皆さんのご理
解・ご協力をお願いします。

問八尾市新型コロナワクチンコールセンター　 0570−008−633（平日９時〜 17時）

正しく知ろう！正しく知ろう！
新型コロナワクチン接種新型コロナワクチン接種

　ワクチン接種後の発症予防効果はとても高いもの
の、100％ではありません。感染しても症状が出ない
ことも多く、気付かないままほかの人にうつしてし
まう恐れがあります。接種後も基本的な感染防止対
策の徹底に加え、外出はなるべく避け、外出が必要
な場合も混雑した場所や時間など感染リスクの高い
場面を避けるなど、感染を防ぐ行動をお願いします。

ワクチン接種後も
感染防止対策にご協力を

（※アストラゼネカ社製は約70％）

発症予防効果

約94％以上
周囲にも感染を広げにくい
症状のある期間が短い
感染したとしても重症化しにくい

ワクチンの効果 いつから効くの？

ワクチン接種は
強制ではありません

 STOP！
コロナ差別

　新型コロナワクチンを接種した後には、注射した部分の痛みや発
熱、頭痛などの副反応がみられることがありますが、ほとんどが接
種後数日以内、長くても１週間以内に回復します。大阪府や厚生労
働省では、こうした副反応が起こった場合に備え、専用のコールセ
ンターを開設しています。

副反応が出ることがありますが、数日以内で回復します
▶︎大阪府コールセンター（毎日実施）
　 06−6635−2047（24時間）
▶︎厚生労働省コールセンター（毎日実施）
　 0120−761770（９時〜 21時）

新型コロナウイルス感染症Close
Up!

効果が出るのは、２回目を接種してから
ファイザー社…７日程度以降ファイザー社…７日程度以降
武田／モデルナ社…武田／モデルナ社…1414日以降日以降
アストラゼネカ社…アストラゼネカ社…1515日以降日以降
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　新型コロナワクチンの集団接種については、市民の皆さんのご協力により、見通しが立つ状況となってきました。
このため、市の集団接種は11月末までキャンセル待ち枠のみになっています。今後は、各医療機関で接種する「個別
接種」などをご利用ください。なお、市ではすべての市民の皆さんの２回目接種の完了に必要な量のワクチンを確保
していますので、安心して予約をお願いします。

▶︎個別接種（かかりつけ医など）
　かかりつけ医で接種が受けられるかは、「八尾市新型コロナワクチン接種情報サイト」をご覧ください。かかりつけ医
がない場合やかかりつけ医で接種を行っていない場合は、下記医療機関で接種が可能です。
※�接種には予約が必要です。予約の受付時期・方法は医療機関によって異なります。接種を希望する医療機
関にご確認ください。

接種会場など

誰でも接種可能な医療機関

医療機関名 所在地 予約方法

あかねクリニック 末広町５ 080−9456−5774 ／ 080−9456−5786 ／WEB予約

井口クリニック 北本町３ 072−991−6006

石垣クリニック 春日町１ 072−991−2922 ／ 072−991−3398

医真会総合クリニックス 沼１ 072−948−0708　　　　　　　　　※16歳以上を対象

医真会八尾リハビリテーション病院 都塚３ 072−992−8000

いずい医院 竹渕西３ 06−6701−5511

貴島中央病院 松山町１ 090−4285−1884

厚生会第一病院 西木の本１ 072−992−7055

阪本医院 大字山畑５ 072−941−3222

塩田整形外科 荘内町１ 072−992−8218

しろばとクリニック 光町１ WEB予約

玉田クリニック 南本町１ 072−925−2013

東朋八尾病院 北本町２ 072−924−0281

徳田診療所 柏村町4 072−996−2811

中谷クリニック 八尾木北３ 072−993−5585

ほりい内科・整形外科クリニック 恩智北町１ 072−943−0072

松本クリニック 南本町４ 072−970−6421

みちした乳腺クリニック 跡部北の町３ 072−975−6003

八尾徳洲会総合病院 若草町１ 072−947−0650 ／WEB予約

八尾はぁとふる病院 美園町２ 072−999−0725

山田医院 山本町４ 090−8981−0083

八尾市立病院 龍華町１ WEB予約
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インフルエンザワクチンと同時に接種できますか？Q.
A. ２週間後に別のワクチンが接種できます

異なる病気のワクチンは同時に接種できません。
インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンを
接種したい場合、一方のワクチンを接種した日か
ら２週間後以降に、もう一方のワクチンが接種で
きるようになります。インフルエンザ以外のワク
チンでも同じ扱いになります。

子どもがワクチン接種の対象年齢ではありませ
ん。コロナにかからないか不安ですQ.

A. 家族が接種することで、子どもを守ることにつな
がります
子どもは家庭内で感染していることが多いとの報
告があるため、まずは家族の感染予防が大事です。
また、家族が接種することで、間接的に子どもを
守ることにつながります。

ワクチンとして遺伝情報を人体に投与するという
ことで、将来の身体への異変や将来生まれる予定
の子どもへの影響を懸念しています

Q.

A. mRNA(メッセンジャー RNA)ワクチンが人の遺
伝子に変化を起こすことはありません
mRNAワクチンで注射するmRNAは短期間で分
解されます。また、人の遺伝情報（DNA）に組
み込まれるものではありません。

ワクチン接種後の発熱が心配ですQ.
A. 無理をせず、市販の解熱鎮痛剤の使用も考えま

しょう
ワクチン接種後の発熱や痛みに対し、市販の解熱
鎮痛剤を服用することができます。ただし、ほか
に薬を服用している人、妊娠中・授乳中の人、薬
でアレルギー症状などの経験がある人は注意が必
要なため、主治医や薬剤師へご相談ください。

妊娠中、授乳中です。接種しても大丈夫ですか？Q.
A. 接種は可能ですが、悩む場合は主治医に相談を

妊娠中、授乳中の人も接種を受けることができま
す。ワクチンが妊娠や胎児、母乳、生殖器に悪影
響を及ぼすという報告はありません。悩まれる場
合は、主治医にご相談ください。

厚生労働省ホームページでは、新型コロナワク
チンの仕組みや効果、安全性などを分かりやす
く解説しています。

ワクチンの仕組みなど、
もっと詳しく知りたい人は

　本市のコールセンターに寄せられた問合せや厚生労働省のホームページ「新型コロナワクチンQ&A」をもとに、よ
くある質問をまとめました。

会場：マイドームおおさか
　　　［大阪市中央区本町橋２−５］
※�対象など詳細は府ホームページをご覧くださ
い。

▶︎大阪府による大規模接種

ワクチンの疑問にお答えします

　大阪府では、新たに接種会場を２カ所（大阪府・大同生命接種センターと大阪府庁新別館接種センター）を
新設しています。対象など詳細は府ホームページをご覧ください。

▶︎新設会場（大阪府による大規模接種）

◉大阪府庁新別館接種センター
会場：大阪府新別館南館
　　　�［大阪市中央区大手前３−１−43］

◉大阪府・大同生命接種センター
会場：大同生命大阪本社ビル
　　　［大阪市西区江戸堀１−２−１］

会場：大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）
　　　［大阪市北区中之島５−３−51］
※�対象など詳細は防衛省ホームページをご覧く
ださい。

▶︎国（自衛隊）による大規模接種

新型コロナウイルス感染症Close
Up!

新型コロナワクチンQ&A
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コロナ禍での学校教育コロナ禍での学校教育
　八尾市立学校では、新型コロナウイルスに関する最新の情報を常に収集しながら、日々の対策を行っています。こ
こでは、コロナ禍における学校の取り組みを紹介します。

■新型コロナウイルス感染症に係る人権への配慮
　誤った情報に基づく不当な差別や偏見、いじめなどがないよう子どもたちへの指導や保護者への啓発を行っています。

■小学校給食費の無償化　
　市立小学校・義務教育学校前期課程に在籍する児童の保
護者の経済的支援として、令和３年11月分〜４年３月分（５
カ月間）の小学校給食費を無償にします。詳細は各学校へ
お問合せください。

■市立小・中学校などでのPCR検査の実施
　市立小・中学校などで新型コロナウイルスの陽性者およびその濃厚接触者が判明した場合に、保健所の疫学調査で
濃厚接触と判定されなかった児童生徒などを対象として、民間検査機関によるPCR検査を無償で実施しています。

　新型コロナウイルス感染症に対する八尾市独自の支援や取り組みを紹介します。このほかにもさまざまな支援を実
施しています。詳細は市ホームページをご覧ください。

■市立小・中学校のトイレ清掃委託　
　児童生徒の感染リスクを軽減するために、週に２回程度、業者によるトイレの清掃および消毒を実施しています。

■給食
　給食当番は手指消毒を徹底し、配膳を行っています。食事をす
る際は、飛沫拡散を防ぐために、全員が向かい合わず、一方向を
向いて静かに食べる「黙食」に取り組んでいます。また、子ども
によって食べ終わる時間に差があることから、食後は読書やタブ
レットを使用するなど、座って静かにできる活動をしています。

■そのほかの工夫
・�運動場や体育館などでの全校集会について、身体的距離が保てない場合は、
学年ごとに時間をずらしたりオンライン集会にするなどの工夫をしています。

・�音楽の授業では、打楽器や電子ピアニカなどを導入するほか、屋外で距離を保っ
てリコーダーの授業を行うなど、各校で工夫を凝らした授業を行っています。

・�体育などで着替えを行う場合は、更衣場所を分けたり着替えのための時間差
を作るなど、更衣室が密集状態にならないようにしています。

■消毒作業と手洗い
　子どもたちが使用した部屋や器具、多くの児童生徒が触れる
こととなる共有部分については、教職員が消毒作業を行ってい
ます。また、登下校時や移動教室前後は、子どもたちの手指の
手洗い・消毒を徹底しています。

１・２年生 ３・４年生 ５・６年生

１カ月の給食費 3,800円 3,900円 4,000円
無償になる給食費
（５カ月分） 19,000円 19,500円 20,000円

感染防止対策

新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策

子どもたちの未来のために

問学校教育推進課　 924−3873　 FAX923−2934

問学務給食課　 924−3890　 FAX924−3952

新型コロナウイルス感染症Close
Up!

山本小学校での黙食の様子山本小学校での黙食の様子




