
NSW 州州
学校集団接種プログラム学校集団接種プログラム

NSW 保健省は学校と協力し、学校集団予防接種プログラムで 7 年生を対象にヒト乳頭腫ウイルス (HPV) ワク
チンとジフテリア・破傷風・百日咳 (dTpa) 三種混合ワクチンを提供しています。こうしたワクチンは全国保健医
療研究審議会 (NHMRC) が推薦するもので、全国予防接種プログラムの予算で実施されています。

•  これらのワクチンとそれぞれが予防する感染症につ
いての情報はこの保護者向け情報シートに記載さ
れています。 

•  お子さんが予防接種を受けるためには、ワクチンご
とに保護者か後見人が同封の同意書もしくはオン
ラインnswhealth.service-now.com/schoolで同
意しなければなりません。お子さんが 7 年生の時に
この同意書に必要事項を記入し、ご署名の上返却
していただいた場合に限り、ワクチンは無料で提供
されます。

•  同意は 2 ページにある説明に従って学校に連絡す
ればいつでも撤回することができます。 

•  お子さんに受けさせたくないワクチンがある場合に
は、そのワクチンの横には署名しないでください。

•  4 ページにあるプライバシーステートメントには、 
提供していただいた情報がどのように収集・使用さ
れるかについての説明があります。  
オンラインの同意書についての詳しい情報は

NSW Health Japanese 保護者向け情報シート 

より詳しい情報をお求めの方は電話 1300 066 055 で最寄りの公衆衛生課に連絡するか
www.health.nsw.gov.au/immunisation をご覧ください。

http://nswhealth.service-now.com/school
www.health.nsw.gov.au/immunisation


よくある質問
ワクチンはどのように作用しますか
ワクチンには免疫系を刺激して一定の病原
体を退治させる効果があります。予防接種を
受けた人がこの病原体に接触すると、その人
の免疫系はより効果的に対応できるため、
感染症を予防したり、症状を大幅に軽減した
りします。

ワクチンはどれほど安全ですか
オーストラリアで使われているワクチンは安
全で、医薬品管理局 (TGA) から使用許可を受
ける前に安全性に関する厳しい検査に通らな
ければなりません。これに加え、使用開始後
も TGA がワクチンの安全性の監視を行って
います。

予防接種にはどんな副反応がありますか
副反応は普通は軽度で、注射をしたところが
赤くなったり、痛んだり腫れたりすることがよ
くあるほか、熱が出ることもあります。重度の
副反応は非常にまれです。NSW州で HPVワ
クチンを接種した生徒の保護者に対して接種
数日後に調査を行なったところ、生徒の 9%に
軽度の副作用がみられましたが、医師の診察
が必要だったのは 0.4%だけでした。副反応に
ついてのさらに詳しい情報は、このワクチンに
関する消費者向け医薬品情報 (CMI) を www.
health.nsw.gov.au/schoolvaccination でご
覧ください。

予防接種を受けた後のお子さんの副反応に
ついて心配な方は、かかりつけ医に相談し、最
寄りの公衆衛生課 (Public   Health Unit) にも
報告してもらってください。

アナフィラキシーとは何ですか
アナフィラキシーとは重度のアレルギー反応
で、素早く対処しなければ意識を失ったり、
死に至る場合もあります。どんな予防接種
でも非常にまれに生じます。学校集団接種
の担当看護師はアナフィラキシーの対処に
ついて万全の訓練を受けています。アナフィ
ラキシー反応を起こしたことがある生徒は、
一定のワクチンを受けるべきではない場合が
あります。

子供がぜんそく持ちで、「パファー」 
でコーチゾンやプレドニゾンを服用し
ている場合はどうすればいいですか
ワクチンは、服用中の薬にかかわらず、ぜんそ
くの方に投与しても安全です。

妊娠している、あるいは妊娠している
かもしれないと思う女生徒がこのワ
クチンの接種を受けてもいいですか
いいえ。妊娠している、または妊娠しているか
もしれないと思う女生徒は、このワクチンを受
けるべきではありません。集団予防接種日に
は、妊娠している、あるいは妊娠している可能
性があるかどうかについて、予防接種を行う
看護師が女生徒に尋ねます。お嬢さんがこの
質問にはいと答えた場合には、お嬢さんには
接種は行われません。

お嬢さんはこの問題について保護者/後見人
と直ちに話し合い、医者に行くよう強く勧めら
れます。またアドバイスとサポート、ガイダンス
が受けられ、他の医療従事者への紹介も受け
られる保健相談サービスの連絡先もお嬢さん
にお知らせします。

同意は撤回できますか
同意は次のいずれかの方法でいつでも撤回
できます。

•  オンラインで同意した場合には、
nswhealth.service-now.com/school に 
ログインし、表示される指示に従ってお子 
さんに関する同意を撤回してください。

•  紙の同意書で同意した場合には、学校に書
面で同意撤回を知らせるか、学校に電話を 
して同意を撤回してください。

子供がもう少し大きくなるまで待ちた
いのですが
これらのワクチンが学校で提供されるのは、
お子さんが 7 年生のうちに同意書の原本を提
出した場合に限られます。お子さんがもう少し
大きくなるまで待たれる場合には、かかりつけ
医か薬剤師を通して予防接種を手配する必要
があります。この場合には費用がかかること
がありますのでご注意ください。 

子供が学校の集団接種を受けられ
なかった場合にはどうすればいいで
すか
7 年生の間に今後実施される集団接種でお
子さんが予防接種を受けられるように最善
を尽くしますが、これが不可能な場合には、
キャッチアップ接種の手配についてお知らせ
します。

代替策としては、無料のキャッチアップワクチ
ンをかかりつけ医や薬剤師を通じて手配する
こともできます。ただし、かかりつけ医や薬剤
師は診察や投与に料金を課す場合がありま
すので、ご注意ください。 

身体/知的障害のある生徒も学校で
ワクチン接種が受けられますか
身体/知的障害のある生徒も大半は学校で 
ワクチン接種が受けられます。ただし、生徒に
よってはクリニックの当日に追加的サポート
を必要としたり、緊密な経過観察ができる専
門の予防接種クリニックに行く必要がある場
合があります。

お子さんが追加的サポートや専門クリニッ
クへの紹介を要すると思われる場合には、
電話 1300 066 055に連絡し、最寄りの公衆
衛生課 (PHU: Public Health Unit)にご相談
ください。

予防接種の記録はどうやってもらえ
ますか
お子さんの予防接種についての情報は、オー
ストラリア予防接種登録簿 (AIR) にアップロ
ードされ、お子さんの既存の予防接種歴と結
びつけられます。

お子さんの AIR 予防接種歴明細表について
は、次のいずれかの方法でお子さんが 14 歳に
なるまでは保護者が、14 歳以上の生徒の場
合には本人がそのコピーを求めることがで
きます。

•  myGov https://my.gov.au/ にあるメディケ
アのオンラインアカウントを利用する 

•  www.humanservices.gov.au/individuals/
subjects/express-plus-mobile-apps から
アプリ Medicare Express Plus を利用する

•  AIR の一般お問い合わせ番号
1800 653 809

HPV ワクチンを受ける女子生徒については 
この同意書に署名されますと、お子さんの保
健情報が将来リンクされる全国子宮頸がん 
検診プログラム登録簿に開示されることに 
同意したことになります。

学校の集団予防接種についてもっと
詳しい情報を知りたい場合には、 
どこに問い合わせればいいですか
詳しい情報は次の方法で入手できます。

•  NSW 州保健省のウェブサイト 
www.health.nsw.gov.au/
schoolvaccination をチェックする

•  1300 066 055 に電話をして最寄りの公衆
衛生課に問い合わせる
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各ワクチンについての情報各ワクチンについての情報
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ヒト乳頭腫ウイルス (HPV) 
感染症と感染経路
ヒト乳頭腫ウイルス (HPV) は女性と男性両
方が感染する可能性のある、よくあるウイル
スです。感染経路は保菌者とのセックスによ
る性器の接触です。血液その他の体液では
感染せず、ウイルスは皮膚の微小な傷から
侵入します。コンドームは性器の皮膚全体を
覆うものではないため、予防効果は限られ
ています。
セックスをする人の大半は一生のうちいつ
かは性器 HPV に感染します。通常の場合、
感染は自然に治癒し、症状もありません
が、時に次のような重度の疾患の原因にな
ることがあります。
•   子宮頸がんのほぼすべて
•   肛門がんの 90%
•   膣がんの 65%
•   中咽頭がん (喉の後部のがん)の 60%
•  外陰がんの 50%
•  陰茎がんの 35%
•  性器のイボのほぼすべて

男性がこの予防接種を受けると、男性特有の
がんや性器のいぼの予防になるほか、女性の
子宮頸がんの予防にもつながります。

どのワクチンが 使われますか
9 種類の HPV  (6、11、16、18、31、33、45、52、
58)を予防するHPV ワクチンが使われます。

HPVは何回受ける必要がありますか
オーストラリアの現在のガイドラインでは、6
か月の間隔をおいて 2回受けることが奨励さ
れています。海外の研究では、1回受ければ 
十分な予防効果がある可能性が高いことを
示す結果が出ています。現在の国内ガイドラ
インが変わり、HPV ワクチンの推奨接種回数 
が2回から 1回になる場合には、NSW州保健
省から連絡があります。 

*ただし免疫力が大幅に落ちている生徒の場 
合には、かかりつけ医のところで 3 回の HPV  
接種を受けることが推奨されています。この 
対象者は原発性免疫不全や続発性免疫不全
(抗体をつくる B 細胞や T 細胞の一部もしくは
完全な機能不全や欠損)を患う生徒、HIV 感
染や悪性腫瘍のある生徒、臓器移植を受けた
生徒、強度の免疫抑制療法を受けている生徒 
(無脾症や脾臓機能低下症を除く)です。

誰がこのワクチン接種を受けるべきですか

7 年生は全生徒が HPV ワクチンの接種を 2 回
受けるべきです (上記にあるように免疫力が
大幅に落ちている生徒は 3 回の接種をすべて
かかりつけ医から受けてください)。 

HPV ワクチンは子宮頸がんの原因となる全
種類の HPV の感染を予防するものではあり
ませんので、予防接種を受けた女性でも引き

続き定期的に子宮頸がん検診 (前称パップス
メア)を受けることが重要です。HPV の予防
接種を受けたかどうかにかかわらず、これま
で一度でもセックスをしたことのある 25 歳 
以上の女性は全員が 5 年ごとに子宮頸がん
検診を受けるべきです。

このワクチン接種を受けるべきでない 
のは誰ですか
次に該当する人には HPV ワクチンを投与す
べきではありません

•  妊娠している、あるいはその可能性がある
•   以前にワクチン接種後、アナフィラキシー反
応を起こしたことがある 
•  酵母に対してアナフィラキシー反応を起こし
たことがある
•  いずれかのワクチン添加物に対してアナフ
ィラキシー反応を起こしたことがある (下記
参照) 

ワクチンにはどんな添加物が 入っていま
すか
このワクチンには、作用促進や保存剤として
の効果がある添加物がほんの微量含まれて
います。これは酵母、アルミニウムアジュバン
ト、塩化ナトリウム、L-ヒスチジン、ポリソル 
ベート、ホウ酸ナトリウムなどです。

このワクチンはどれほど効果がありますか
このワクチンが予防するのはリスクの高い
種類の HPV で、これらは女性の子宮頸がん
の 90% 以上の原因となっています。また男性
特有のがんの原因となる HPVも予防します。
このワクチンは若い年齢で、かつ初めての性
交渉を経験する前に接種すると、もっとも高
い予防効果が得られます。

最新の研究では、このワクチンは接種後 10 年
以上にわたってほぼ完全な予防効果がある
ことがわかっています。子宮頚がんの発症に
は通常 10年以上かかるため、このワクチンが
子宮頸がん罹患率低減に果たす役割はまだ
しばらく明らかになりませんが、75％弱の子
宮頸がんの原因である HPVタイプは 77％減
少しています。

ジフテリア・破傷風・百日咳 (dTpa)
感染症と感染経路
ジフテリアとは感染力があり、命を脅かす可
能性もある細菌性感染症で、重度の呼吸困難
や心臓機能不全、神経障害を起こします。感染
者が咳やくしゃみをした後にこの菌を吸い込
んだり、感染者の口や鼻、のどからの唾液やた
ん、皮膚からの体液に密接に接触したりする
とジフテリアに感染することがあります。

破傷風とは死に至ることもよくある重度の
神経系疾患で、激痛を伴う重度の筋肉の痙
縮や、痙攣、開口障害などの症状が出ます。
現代の集中治療でも、約 10人に 1 人は死亡し

ます。破傷風の感染源は土壌にある細菌で、
重度あるいは軽度の傷で感染することがあり
ます(時に、気づかなかった皮膚の刺し傷が土
やほこり、肥料などで汚れて感染することも
あります)。

百日咳とは咳の発作を起こす、感染力が強い
細菌性感染症です。思春期の子供や大人の場
合は最高 3 か月間も咳に悩まされることもあ
ります。激しい咳の発作によって、嘔吐や肋骨
骨折、毛細血管の破裂やヘルニアを誘発する
場合もあります。感染者から百日咳をうつさ
れた 6 か月未満の乳児の場合には、約 125 人
に 1  人が肺炎か脳障害を併発して死亡しま
す。百日咳は咳やくしゃみによって他者に飛沫
感染します。治療を受けずにいると、患者は咳
が始まってから最高 3 週間、他者にうつす可
能性があります。
どのワクチンが使われますか
ジフテリア・破傷風・百日咳三種混合ワクチン  
(dTpa) が 1 回の接種としてジフテリアと破傷
風、百日咳の予防のために提供されます。
大人になっても免疫を維持するためには、 
幼い時にこの三種混合ワクチン受けた上で、
この追加接種を受ける必要があります。

過去にジフテリアと破傷風の予防接種 (ADT)
を受けたお子さんでも、百日咳の予防のため
にこの dTpaワクチンを受けるべきです。

誰がこのワク チン接種を 受けるべき  
ですか
7 年生は全生徒が dTpa ワクチンの追加接種
を 1 回受けるべきです。

このワクチン接種を受けるべきでない 
のは誰ですか
次に該当する方々には dTpa ワクチンを投与
すべきではありません 。

•   以前にワクチン接種後、アナフィラキシー反
応を起こしたことがある 
•  いずれかのワクチン成分に対してアナフィ
ラキシー反応を起こしたことがある (下記
参照)

ワクチンにはどんな添加物が 
入っていますか
このワクチンには水酸化アルミニウム、リン
酸塩、微量のホルムアルデヒド、ポリソルベー
ト 80、グリシンが入っています。またこのワク
チンは製造過程でウシ由来物質に接触して
います。

このワクチンはどれほど効果がありますか
このワクチンはジフテリアと破傷風の予防に
非常に効果的で、百日咳についても約 80%予
防できます。



プライバシーステートメントプライバシーステートメント 
私どもの義務
私どもは皆さんの個人情報をプライバシー 
法に基づいて取り扱うことをお約束してい
ます。

このステートメントには皆さんとお子さん
についての情報収集の方法と理由、皆さ
んがどのようにご自分の情報にアクセス
できるのか、また皆さんの情報がどのよう
に NSW 州保健省内で使用されたり、他者
に開示されたりすることがあるかが説明さ
れています。個人情報とは皆さんとお子さ
んの個人の詳細と、お子さんの予防接種に
関する個人の保健情報を指します。

情報の収集
個人情報はお子さんが適切な予防接種を
受けられるようにするために収集されま
す。

お子さんの予防接種に関連する必要な情
報で、予防接種サービスの管理に必要な 
情報だけが収集されます。

情報は可能な限り皆さんやお子さんから
直接集めますが、お子さんの学校や、お子
さんの治療にあたった医療従事者から情
報を集める必要がある場合もあります。 
緊急事態においては、私どもがお子さんに
最良のケアを提供できるように、ご家族の
方や友人、介護者、その他の方から情報を
集める必要があることもあります。

収集した情報の安全な保管
個人情報の保管にはいくつか方法があり
ますが、多くの場合は、紙文書の医療記録
と / あるいはコンピュータ化された安全な
データベースの一部をなす電子文書の医
療記録として保持されます。いずれのフォ
ーマットの個人情報でも、損失や許可のな
いアクセス、悪用から皆さんの情報を守る
ために私どもは個人情報の安全な保管に
関する厳しい規則と方針に従っています。

使用と開示
皆さんやお子さんの個人情報は、適切なケ
アと治療が提供できるように NSW 州保健
省が使用したり、保健省以外の組織に開示
されたりすることがあります。例えば皆さん
やお子さんのかかりつけ医や、治療を受け
ている別の診療所や病院、NSW 州救急
医療サービス、紹介先の専門医などに開示
されたり、臨床検査に使われたりすること
があります。また予算作成や計画の立案、
安全と質の向上に向けた業務活動などを
はじめ、NSW 州保健省の業務や患者の
治療に関する目的で個人情報が使用され
たり開示されたりすることもあります。

報告義務のある感染症についての法律遵
守と、メディケア情報や予防接種の統計提
供を目的に州と連邦の政府機関に個人
情報を開示することは義務付けられてい
ます。HPV 予防接種のデータはオースト
ラリア予防接種登録簿   (AIR: Australian 
Immunisation  Register)   にアップロード
されてお子さんの既存の予防接種歴に加
えられ、その後の AIR予防接種歴明細表
(Immunisation  History  Statement)  に含
まれることになります。女子生徒に関する
データは将来、全国子宮頸がん検診プログ
ラムの登録簿にも開示されます。

顧客満足度調査やワクチンの安全性をモ
ニターする目的でも個人情報を利用して
皆さんにご連絡を差し上げることがありま
すが、これらへの参加は任意で、参加しな
いことによって皆さんが受ける医療や保健
サービスに影響が及ぶことはありません。

ご自分の情報へのアクセス
皆さんには、私どもが保持するご自分やお
子さんの個人情報へのアクセスを求める
権利があります。ご自分の個人情報や医療
記録のコピーをお求めの場合には、有料と
なる場合もあります。

詳しい情報とご連絡は
ご自分の個人情報がどのように管理され
ているかについてより詳しい情報をお求
めの方は health.nsw.gov.au/patients/
privacy の NSW Health Privacy Manual 
for Health Information (NSW保健省保
健情報についてのプライバシーマニュアル)
をご覧ください。

ご自分の個人情報のプライバシーについ
てお問い合わせや苦情がおありの方は、 
電話 1300 066 055 で最寄りの公衆衛生
課にご連絡ください。
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/ / 2 0

NSW 州学校集団予防接種プログラム

黒か青のペンを使って保護者 / 後見人がすべての欄にブロック体でご記入ください。

氏

いいえ はい、アボリジ
ニです

はい、��
トレス海峡諸島民です

はい、アボリジニであり、�
トレス海峡諸島民でもあ�ります

名

生年月日

学校名

メディケア番号

保護者名  (例 :  (例 JACK SMITH)

住所 (例�:  5 SMITH LANE)

サバーブ名 郵便番号

携帯電話番号 代わりの電話番号

メディケアカードのお子さんの
名前の横にある番号

性別
�男 女 不確定/中性/不明

/ /

生徒の詳細

先住民かどうかについて

保護者 (親または未成年後見人) の詳細

2 0

同意書
HPV ワクチンと�dTpa ワクチンの利点と生じる可能性のある副作用についてまとめられた
情報を読み、この内容を理解しました。この同意はいつでも撤回できるということを了解し
ています。

プライバシーステートメントを一枚もらい、この文書に記載されているような一定の状況で
私や子供の����(保健情報を含む)�����個人情報が開示される場合があることを了承しています。

私の知る限り、私の子供が次の通りであることに相違ありません。
1. どのワクチンに対しても、アナフィラキシー反応を起こしたことがない。
2. 保護者用情報シートに記載されているどのワクチン成分に対しても、アナフィラキシー

反応を起こしやすい過敏体質ではない。
3. 妊娠していない。

子供に接種させたい各ワクチンについて(署名日)、下記署名します。

HPV ワクチン 本書に名前が記
入されている私の子供が�2 回
の接種を受けることに同意し
ます。��

ジフテリア・破傷風・百日
咳   (dTpa) ワクチン   
本書に名前が記入されている私の子
供が�1 回の接種を受けることに同意
します。

保護者署名

保護者署名

裏面をご覧ください。

Japanese

翻訳
のみ

英語版
の同意

書に

ご記入
くださ

い。



予防接種記録
保護者/後見人がご記入ください。�
生徒名  (例 : JACK SMITH)

ワクチン 腕 ワクチンバッチ番号 接種日 (日/月/年) ワクチン投与時刻 (24 時間表記) 看護師署名 

看護師記入欄 

HPV 1 回目

HPV 2 回目

dTpa

左
右

左
右

左
右

220725-2-11

/

/

/

/

/

/

:

:

:

事務局記入欄

翻訳
のみ

英語版
の同意

書に

ご記入
くださ

い。


