立命館アジア太平洋大学 新型コロナワクチン Q&A（2021 年 9 月 27 日時点）
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1. 接種方法、全般

(1) APU の会場で接種を受けるワクチンは、どの会社のワクチンですか？
モデルナ社製ワクチンです。
(2) 必ず接種しなければなりませんか。接種しない場合、何か大学生活に影響はありますか。
あくまでも接種は希望制であり、強制するものではありません。ただし、学外で行われるプログラムや
課外活動に参加する場合、これらの活動の受け入れ先の学外機関からワクチンの接種を求められる可能
性があります。また、大学が実施するプログラム等についても、活動形態や内容によってはワクチンの
接種を参加の条件とする可能性があります。
(3) ワクチン接種に費用はかかりますか。
ワクチン接種は無料です。
(4) 学生のなかで接種の優先順位はありますか。
ありません。申し込み順で受付をする予定です。
(5) 休学中ですが接種の案内は送られますか。
APU キャンパスにおける職域接種の実施が決まり次第、キャンパスターミナル、ホームページなどでご
案内をする予定です。
(6) 住民票を別府にうつしていない場合、住民票を別府にうつしておく必要がありますか。
別府市に住民票がなくても、APU キャンパスにおける職域接種を受けることは可能です。住民票所在地
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から送られる接種券をなくさないように保管しておいてください。
(7) 国際学生も対象ですか。接種券など英語版はありますか。
接種券は、住民票所在地の自治体から発送されます。住民登録をしている国際学生は、接種の対象にな
ります。別府市が発送する接種券は日本語ですが、APU が英語の補足資料を準備しています。英訳版は
こちら（https://en.apu.ac.jp/home/notice/content3/Vaccination_ticket_sample_E.pdf）をご覧ください。
(8) 予約をした後にキャンセルや変更はできますか。
可能です。
(9) 大分県外の実家にいます。２週間前に別府に行かなければなりませんか。
日本政府の見解では、ワクチン接種のための移動は不要不急の外出に当たらず、感染拡大防止のために
必要なものだとしていますので、別府に戻って２週間経過していなくても接種可能です。ただし、ワク
チン接種以外の外出については２週間行動を自粛してください。
また、自治体によってはワクチン接種ができる場合がありますので、現在居住している場所の自治体の
接種状況について、調べてみてください。
(10) 最近他の感染症のワクチンを受けました。新型コロナウイルスのワクチンも受けて大丈夫ですか？
新型コロナワクチンとその他感染症のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから 2 週間後に接
種できます。
（例） 4 月 1 日に新型コロナワクチンを接種した場合、他の感染症のワクチンを接種できるのは、4 月
15 日（2 週間後の同じ曜日の日）以降になります。
(11) 都合で２回目のワクチン接種が受けられません。
１回目・２回目ともに同じ会場で接種できる日を予約してください。
(12) １回目を APU で受けて、２回目は別のところで受けることはできますか？
２回とも APU で受けることが必要です。
(13) １回目は自治体分で受けました。２回目を APU で受けてもよいですか？
２回とも同じ会場で接種することが必要です。そのため、APU で受けることはできません。
(14) 他の場所で予約をしてしまいましたが、大学で接種をしたいです。どうしたらよいですか。
現在の予約を必ずキャンセルしてください。その上で大学の接種を予約することは可能です。
(15) 指定日に接種することができません。どうしたらいいですか。
ワクチン接種できる会場は APU だけではありません。接種を希望する場合は、住民票所在地の市町村
で行われるスケジュールを確認してください。
https://v-sys.mhlw.go.jp/search/
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(16) 基礎疾患とは何ですか。
感染すると重症化するリスクの高い疾患のことです。具体的な基礎疾患については、厚生労働省のペー
ジをご覧ください。
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/pdf/0034_1.pdf
(17) 立命館大学のキャンパスでワクチン接種を受けられますか？
APU の学生は APU キャンパスにおける職域接種となります。
(18) 接種後に発熱した状態で人と会った場合、周りの人を感染させてしまうことはありますか?
ワクチンの接種による発熱は免疫反応で起きるものであり、ワクチンが原因で周りの人に感染させるこ
とはありません。ただし、たまたま同じ時期に新型コロナウイルスに感染していた場合は、周りの人に
感染させる可能性はあります。
(19) ワクチン接種の証明書はもらえますか？
接種を受けた後、接種を受けた日付・場所と接種したワクチンの情報が記載された接種済証が発行され
ます。この接種済証を見れば、いつ、どこで、どのワクチンを接種したのかが分かります。
接種済証の発行は、接種券を発行した自治体（住民票のある自治体）が行うものです。接種券の右側に、
接種済証の様式が付いていますので、通常は、申請しなくても、接種会場でシールの貼付と必要事項の
記載を受けることで、証明を受けることができます。
また、職域接種などで、接種券を持たずに接種を受けた場合には、接種を受けた日付やワクチンの情報
を記載した「接種記録書」を受けとることができます。
(20) APU の会場でワクチン接種をしました。海外渡航を予定していますが、海外渡航用のワクチン接種
証明書を発行してもらえますか？
海外渡航時に必要な場合には、日本語・英語での接種証明書を、接種券を発行した自治体（住民票のあ
る自治体）において発行しています。APU ではなく、住民票のある自治体に申請してください。
(21) APU 会場ではなく、他の場所でワクチン接種を受けてもよいですか。
大丈夫です。

2. 接種券
(1) 接種券が手元にないと接種は受けられませんか。
接種券がなくても、APU キャンパスにおける職域接種の第 1 回目を受けることは可能ですが、必ず第 2
回目までに接種券を入手し、第 2 回目の接種会場へ持参してください。
なお、別府市に住民票登録をしている国際学生については、第 1 回のワクチン接種時に接種券の再発行
手続きについてお知らせします。
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(2) 接種券をなくしてしまいました。どうしたらいいですか。
住民票所在地の市町村に対して接種券の再発行を申請してください。または、インターネットにて下記
の URL からも申請できます。
https://v-sys.mhlw.go.jp/application/reissue-coupon.html
(3) 接種券が届きません。
別府市に住所がある方は、別府市のコールセンターに連絡して再発送を依頼してください。
電話番号：0120-797-567
その他の方は、住民票所在地の市町村に相談をしてください。

3. 副反応
(1) 副反応が心配で受けたくないですが、受けた方がよいのでしょうか。
接種は希望制であり、強制するものではありません。
(2) ワクチンを受けたいですが、副反応が不安です。副反応についての情報をもらえますか？接種の場に
医師はいますか？
接種会場には必ず医師がいます。また、詳しい副反応の情報は厚生労働省のページをご覧ください。
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0002.html
(3) ワクチンを受けた後の発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬を飲んでもよいですか。
ワクチン接種の副反応である発熱や痛みに対し、市販の解熱鎮痛薬を飲んでよいとされていますが、詳
しくは下記の厚生労働省のページをご覧ください。
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0007.html

4. 授業・留学・TA
(1) ワクチン接種後の副反応の症状で体調不良となり授業に出席することができない場合どのように取
り扱われますか。
ワクチン接種後の副反応（発熱、頭痛、倦怠感等）と思われる症状で授業に出席できない場合は、メー
ル（体調上可能であれば）または次回の授業の前後で担当教員に連絡し指示に従ってください。大学へ
の接種済証の提出は不要ですが、授業によって担当教員から求められる可能性があります。証憑は各自
で保管するようにしてください。また連続した 5 授業日以上欠席する場合は、アカデミック・オフィス
にて所定の手続きをしてください。手続きの詳細は以下のウェブサイトにて確認ください。
授業欠席について：https://www.apu.ac.jp/academic/page/content0016.html/?c=17
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(2) ワクチン接種後の副反応の症状で体調不良となり授業に出席することができないので、Wi-Fi などを
貸出できないですか。
ワクチン接種後の副反応による、Wi-Fi の貸出は行っておりません。
(3) ワクチン接種をしないと対面授業は受けられませんか。
キャンパス内で授業を対面受講するにあたりワクチン接種の有無で差が生じることはありません。ただ
し、学外受入先よりワクチン接種等の条件を付された場合は、受入先を調整する場合があります。
(4) ワクチン接種をしないと対面で TA をすることは出来ませんか。
キャンパス内で対面 TA として勤務するにあたりワクチン接種の有無で差が生じることはありません。
(5) 今後海外留学等 Off-Campus Study Program プログラムにはワクチン接種が必須になりますか。
現時点ではワクチン接種をプログラム参加の必須要件とはしていません。しかしながら秋セメスターに
実施、あるいは募集を開始する Off-Campus Study Program については、活動形態や内容によってワク
チンの接種を参加の条件とする可能性があります。また、交換留学等海外の協定校に渡航するプログラ
ムで対面授業の受講を希望する場合、派遣先の中にはワクチンの接種を必須とするところもあります。
感染状況や感染拡大防止対策は日々変化していますので、その時点の大学の方針に従ってください。プ
ログラムへの参加を希望する場合は、募集要項等をよく読んで条件を確認してください。
(6) ワクチン接種後の副反応の症状で体調不良となり TA として従事できない場合どうすればいいです
か。
ワクチン接種後の副反応（発熱、頭痛、倦怠感等）と思われる症状で TA として従事できない場合は、
メール（体調上可能であれば）または次回の授業の前後で担当教員に連絡してください。この場合、接
種済証の提出は求めません。
(7) 秋から留学予定ですが、2 回目の接種日前に渡航予定です。ワクチン接種することはできますか。
2 回受けることが前提となっているため、1 回しか接種できない場合は、接種することはできません。
(8) 岩田学園や受入交換留学生といった科目等履修生ですがワクチン接種の対象になりますか。
ワクチン接種は、本学の学生・教職員を対象としており、科目等履修生も本学学生ですので対象となり
ます。しかし、職域接種で使用されるモデルナ社製のワクチンは、接種する日に 18 歳以上の方が対象
となっています。岩田学園の学生は年齢制限も認識したうえで担任の先生の指示に従ってください。

5. 課外活動
(1) サークルやイベント活動をする場合、ワクチン接種を受けなければなりませんか。
ワクチン接種は強制ではありません。しかしながらサークル活動は集団で行い、イベントの場合は不特
定多数の人と一定時間共に過ごすことが多いでしょう。自分自身と、周囲の学生、イベント参加者が安
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全・安心に活動できるよう、ワクチン接種による感染予防の効果と副反応が生じる可能性について理解
して、接種について検討してください。
(2) 学生スタッフをする場合、ワクチン接種を受けなければいけませんか。
ワクチン接種は強制ではありません。しかしながら学生スタッフとして定期的にミーティングを行った
り、イベントで多くの人と接することがあるでしょう。自分自身と、周囲の学生、イベント参加者が安
全・安心に活動できるよう、ワクチン接種による感染予防の効果と副反応が生じる可能性について理解
して、接種について検討してください。
(3) 大学が募集する様々な活動（地域交流など）に応募する場合、ワクチン接種を受けなければいけませ
んか。
ワクチン接種は強制ではありません。しかしながら地域の高齢者や子どもたちとともに活動することが
あるでしょう。自分自身と、周囲の人が安全・安心に活動できるよう、ワクチン接種による感染予防の
効果と副反応が生じる可能性について理解して、接種について検討してください。
(4) ワクチン接種の日は、キャンパスに入れますか？グランドの使用などはできますか。
キャンパス入構は可能ですが、ワクチン接種会場になっている施設は利用できません。
(5) ワクチン接種後すぐに課外活動などの活動ができますか（1 回目、2 回目）
。
ワクチンを接種した後は、接種部位の痛みが出たり、倦怠感、発熱、頭痛や関節痛などが生じることが
あります。できるだけ接種当日・翌日は無理をしないでください。また、ワクチンを受けた当日は、激
しい運動は控えましょう。

6. AP ハウス
(1) 接種を終えたらハウス内でマスクを外してもいいですか。
ワクチンを接種した方から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。引き続き、
感染予防対策としてマスクは着用してください。
(2) 2 回接種を終えた友人同士での会食や部屋の行き来をしてもいいですか。
ワクチンを接種した方から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。そのため、
マスクの着用、物理的な距離の維持、密集の回避、換気の悪い場所の回避、咳エチケット、頻繁な手洗
いなどを、引き続き感染予防に努めてください。
(3) 2 回接種を終えた寮外生の AP ハウス入館はいつから可能ですか。
ワクチン接種の有無にかかわらず、寮生、関係者以外の AP ハウス館内への入館は、感染予防のため禁
止されています。

6

(4) AP ハウスに住んでいます。接種後に発熱、倦怠感等の副反応が生じた場合、RA や管理人へ連絡が必
要ですか。
ワクチン接種後の副反応として、約半数の人が発熱や倦怠感などが生じることが分かっていますので、
特に連絡は必要ありません。また、副反応の大部分は接種後数日以内に回復しますので、様子を見てく
ださい。
ただし、2 日間以上熱が続く場合や、症状が重い場合、ワクチン接種の副反応では起こりにくい咳や咽
頭痛、味覚・嗅覚の消失、息切れ等の症状がみられる場合には、健康サーベイ回答後（AP ハウス入居生
向け）に下記へ連絡してください。
平日・授業日…ヘルスクリニック：booking@apu.ac.jp （開室時間 10:00～17:00）
夜間・週末・休日…管理人室 APH1: 534-9500
(5) 接種後に発熱した場合は、自室待機となりますか。
ワクチン接種後１～２日間の発熱であれば副反応と考えられますので、特に自室待機は必要ありません。
ただし、２日間以上熱が続く場合には、健康サーベイ回答後にヘルスクリニック（夜間、週末・休日は
管理人室）へ連絡してください。
(6) 接種した日は、寮内のイベントや KD（キッチンデューティー）に参加してもいいですか。
参加できます。接種後は、激しい運動を避けていただく必要がありますが、体調に変化がなければ通常
通りの生活をしてください。
(7) 寮生は、必ず接種を受ける必要がありますか？
ワクチン接種は強制ではありません。しかしながら AP ハウスは共同生活の場であり、多くの寮生と日
常的に関わりがあります。自分自身と、周囲の寮生がともに安全・安心に生活できるよう、ワクチン接
種による感染予防の効果と副反応が生じる可能性について理解して、接種について検討してください。
(8) 接種後にキッチンや浴室の利用はできますか。
利用できます。
(9) KD 担当で接種後に副反応が出てしまった場合、KD はお休みできますか。
副反応がでた場合は、体調不良で欠席することを事前に RA に連絡して、安静に過ごしてください。

7. その他
(1) ワクチン接種後の副反応の症状で体調不良となり貸出中の本を返却できないがどうしたらよいです
か。
接種を受けた日付・場所と接種したワクチンの情報が記載された接種済証を提示があれば延滞金は免除
します。接種済証はサービスカウンタースタッフにご提示ください。
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(2) ワクチン接種後に副反応で学内アルバイト業務ができない場合はどうすればいいですか。
ワクチン接種後の副反応で学内アルバイト業務ができない場合、就業免除とし、予定していた業務の給
与は補償されます。就業免除の範囲は、接種当日、翌日、翌々日です。副反応で業務ができない場合、
必ず事前に各オフィスのアルバイト担当者に連絡をしてください。TA の場合は、担当教員にも必ず連
絡をしてください。
(3) お金を払えばワクチン接種を優先して受けられるという電話がかかってきました。
ワクチン接種は無料です。お金を要求された場合は詐欺ですので注意してください。また電話等で個人
情報を聞くことはありませんので安易に個人情報をしゃべらないように注意してください。心配なこと
があればスチューデント・オフィスや警察に相談してください。

8. 日本に入国できていない場合
(1) 入学していますが、まだ日本に到着していません。日本に到着した後、ワクチン接種は可能ですか。
別府市に到着した後に、ワクチン接種に必要となる接種券の発行申請を別府市役所にて行います。接種
券を入手後、ワクチン接種が可能です。
(2) ワクチン接種はどこでできますか。
別府市内の医療機関もしくは集団接種会場での接種が可能です。ただし、入国する時期によって、接種
場所は変更することがあります。
(3) まだ日本に入国できていません。APU キャンパスでワクチン接種は可能ですか。
APU キャンパスでワクチン接種をする場合には、必ず 2 回のワクチン接種をいずれも APU キャンパス
で行う必要があります。入国する時期によりますが、2 回のワクチン接種が可能な時期に入国ができ、
且つ申し込み枠が残っている場合には APU キャンパスでのワクチン接種が可能です。
(4) 日本入国までにワクチンを 2 回接種しています。日本でもワクチンを接種する必要がありますか。
日本入国までにワクチンを 2 回接種している場合には、日本でワクチンを接種する必要はありません。
ワクチン接種を証明する書類を持参するようにしてください。
(5) すでにワクチンを 1 回接種しています。日本に入国後に 2 回目を接種することが可能でしょうか。
日本で実施しているワクチン接種では、同じ種類のものを 2 回接種する必要があります。ワクチンの
種類や必要な接種回数は国によって異なる場合があります。2 回接種することで有効になるワクチンを
日本入国までに 1 回接種している場合には、2 回目の接種を行った後に日本に入国するようにしてくだ
さい。
(6) 日本への入国がいつ頃可能かわからないため、自分の国でワクチンを接種してから入国すべきか迷っ
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ています。どうしたらよいですか。
少しでも早くにワクチン接種を完了したい意思があり、かつ日本入国前にワクチン接種をできる条件が
あれば、可能な限り２回の接種を終えてから、入国をするようにしてください。
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