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VACCINATION

Why is immunisation important?
Immunisation is a safe and effective way of 
protecting you and your community against 
serious diseases, such as whooping cough 
and measles, which can cause disability and 
even death. When a large majority of children, 
teenagers and adults are vaccinated, it is more 
difficult for these diseases to spread in the 
community.

なぜ予防接種は大切なのでしょうか？
予防接種は百日咳やはしかなど、障害や場合によっては
死に至ることがある重病に対して、あなたと地域の人々
を保護するための安全で効果的な方法です。子ども、 
ティーンエージャー、成人の大部分が接種を受けていれ
ば、地域でこれらの病気が蔓延しにくくなります。

• Vaccination means getting a vaccine. 
It makes your body immune to some 
diseases. Vaccination is also known as 
immunisation. 

• Immunisation is a safe and effective way of 
protecting you against serious diseases.

• All vaccines used in Australia are safe.
• Missing or delaying vaccinations puts 

your child and those around you at risk of 
getting serious diseases.

• The protection through immunisations 
does not always last a lifetime, extra 
vaccinations are needed for children, 
teenagers and adults throughout their life.

• If you or your children have no 
immunisation records, your doctor can plan 
a schedule of vaccinations to get you and 
your children up-to-date (‘catch-up’).

• Childhood vaccines are free.

• ワクチン接種とは、ワクチンを体内接種することを
意味します。いくつかの病気に対する免疫を体に 
つけてくれます。ワクチン接種は予防接種としても
知られています。

• 予防接種はあなたを重病から守るための、安全で 
効果的な方法です。

• オーストラリアで利用されるすべてのワクチンは 
安全です。

• ワクチン接種の接種漏れや接種遅れは、お子さまや
周囲の人々に重病にかかるリスクを負わせることに
なります。 

• 予防接種を通して得られる保護はすべて生涯有効 
であるわけではなく、小児、ティーンエージャー、
成人は生涯を通して、追加のワクチン接種が必要 
です。 

• あなた、またはお子さまに予防接種記録がない 
場合、あなたとお子さまのワクチン接種状況が最新
要件を満たすよう、担当医があなたとお子さまのワ
クチン接種スケジュールを作成します。（「キャッ
チアップ」接種）

• 小児用ワクチンは無料です。 

Key facts 重要な事実
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Not only babies and children need to be 
vaccinated against common childhood diseases 
– parents, grandparents and carers do too. They 
could pass on a serious disease to their child if 
they are not up-to-date with their immunisations. 
Even if they were fully vaccinated when they 
were a child, those immunisations often will not 
last for their whole life.

乳幼児や小児だけでなく、両親、祖父母、世話人も 
一般的な小児期疾病のワクチン接種を必要とします。
最新要件を満たす予防接種を受けていない場合、お子
さまに重病を移してしまう可能性があります。小児期
に完全にワクチン接種を済ませていたとしても、効果
はほとんどの場合、生涯継続することはありません。

It is also important for pregnant women or those 
planning pregnancy to check their immunisations  
are up-to-date. Influenza and whooping cough 
vaccinations are recommended and free for 
pregnant women.

If you travel outside Australia (including to your 
country of birth), you might need vaccinations 
to protect you from getting sick. Your doctor 
(also called general practitioner or GP) can tell 
you what vaccinations are needed before your 
travel. This will depend on when and where you 
are going, your age, whether you are pregnant or 
planning a pregnancy, other medical conditions 
and your vaccination history. 

Speak to your doctor about your vaccinations 
to help protect you, your family and your 
community.

Why is immunisation for children so 
important? 
Young children and particularly babies are at risk 
of serious and life-threatening diseases such as 
whooping cough. This is because their immune 
system (their bodies’ defence mechanism) is 
not yet fully developed. For the best protection, 
children need to receive every vaccine on time 
as outlined in the Queensland immunisation 
schedule. Being fully up-to-date with 
immunisations keeps not only your children, but 
also your family members and your community 
protected. 

Immunisation schedule for Queensland
The immunisation schedule outlines which free 
vaccines are given at what age from birth to 
adulthood. The schedule is available at  
www.vaccinate.initiatives.qld.gov.au/schedule. 

A schedule of vaccinations to catch-up
If you and your children have missed 
vaccinations, catching up as soon as possible is 
important. Your doctor can plan a schedule of 
vaccinations to get you and your children up-to-
date (‘catch-up’). 

妊婦や妊娠を計画している女性は、予防接種記録が 
最新要件を満たしているかどうか確認することも重要
です。妊婦にはインフルエンザと百日咳の接種が勧奨
されており、無料で接種が受けられます。

オーストラリアから外国へ旅行する場合（出生国を含
む）、病気から身を守るためにワクチン接種が必要とな
ることがあります。担当医（一般医またはGPとも呼ば
れる）が旅行出発前に、どのワクチンの接種が必要かを
教えてくれます。これは出発時期と旅行先、年齢、妊
娠中または妊娠を計画しているか否か、その他の健康状
態、ワクチン接種歴によって左右されます。

あなたとご家族、そして地域の人々を守るためにも、
ワクチン接種について担当医にご相談ください。

子供に予防接種を受けさせることがなぜ、 
それほど重要なのでしょうか？
幼い子ども、特に乳幼児には百日咳のような重篤で、
命にかかわる病気にかかるリスクがあります。これは
子どもの免疫系（体の防御機構）が未熟なためです。
最大限に保護するためにも、子どもはクイーンズラン
ド州予防接種スケジュールに記載された接種時期にし
たがって、すべてのワクチンを接種する必要がありま
す。予防接種スケジュールの最新要件通りに接種を行
っていれば、お子さまに限らず他の家族、そして地域
の人々も保護されます。

クイーンズランド州予防接種スケジュール
予防接種スケジュールには出生時から成人期まで、 
どの無料ワクチンが何歳で接種されるかについて説明
されています。スケジュールは次のホームページでご
覧になれます。 
www.vaccinate.initiatives.qld.gov.au/schedule. 

キャッチアップのためのワクチン接種スケジ
ュール
あなたやお子さまにワクチン接種漏れがある場合、 
できるだけ早期にスケジュールに追いつくことが大切
です。あなたとお子さまが最新要件を満たせるよう、
担当医がワクチン接種スケジュールを作成します。  
（「キャッチアップ」接種）
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You and your children might need to get many 
vaccinations over a number of weeks or months 
to complete the recommended schedule and to 
be fully protected.

There are laws in Australia about vaccination, 
Centrelink payments and attendance at child 
care services. In Australia, children must be 
up-to-date with their immunisations for parents 
to receive Centrelink payments. Check with 
your child care service or kindergarten about 
immunisation requirements for your children.   

Are vaccines safe?
All vaccines available in Australia have been 
tested and are safe and effective. Like all 
medications, vaccines can cause some reactions. 
Common reactions to vaccines are generally mild 
and go away within a few days without medical 
treatment. Reactions include mild fever for a 
short time and soreness, redness or swelling 
where the needle was given. Major side effects 
are extremely rare. The risk to your health from 
getting the disease is far more serious than the 
risk from vaccine side effects.

Where to get vaccinated?
You can get vaccinated at your GP clinic. 
Some local government councils also provide 
immunisation clinics for children. Check your 
council’s website for more information. 

Children attending Year 7 or Year 10 at 
secondary schools in Queensland can also get 
free vaccinations at school. 

How much do vaccinations cost?
Childhood vaccines are free. Some extra vaccines 
for children, teenagers, pregnant women, people 
with some medical risk factors and the elderly 
are also free. 

Check with your doctor if you are eligible for free 
vaccines. While some vaccines are free, some 
doctors might charge a fee for the vaccination.

あなたとお子さまが完全に保護されるまで、推奨スケ
ジュールを終了するために数週間もしくは数か月をか
けて、数多くのワクチン接種を受ける必要があるかも
しれません。

オーストラリアにはワクチン接種、センターリンクに
よる支払い、保育サービスの利用に関する法律があり
ます。オーストラリアでは両親がセンターリンク支給
金を受け取るには、子どもの予防接種歴が最新要件を
満たしている必要があります。お子さまの予防接種要
件に関しては、保育サービスや就学前プログラム提供
者にご確認ください。

ワクチン接種は安全ですか？
オーストラリアで提供されるワクチンは全て試験を受
けており、安全かつ有効です。すべての薬品と同様
に、ワクチンも反応を引き起こすことがあります。一
般的反応は通常軽く、治療を受けなくても数日中には
消滅します。反応には短期間の軽い発熱、針を刺した
部位の痛み、赤み、腫れなどがあります。あなたの健
康にとっては、ワクチン接種の副作用によるリスクよ
りも、病気によるリスクの方がはるかに大きいので
す。

ワクチン接種はどこで受けられますか？
かかりつけのGPクリニックでワクチン接種を受けるこ
とができます。子どもを対象とした予防接種クリニッ
クを提供する地方自治体もあります。詳細については
お住まいの自治体ホームページをご覧ください。

クイーンズランド州の高校に在学する7年生もしくは
10年生も、学校で無料ワクチン接種を受けることがで
きます。

ワクチン接種にかかる費用はどれ位ですか？
小児期のワクチンは無料です。また小児、ティーンエ
ージャー、妊婦、医学的リスク因子を持つ人々、およ
び高齢者を対象としたいくつかの追加ワクチンも無料
となっています。

無料ワクチン接種を受ける資格があるか否かについて
は、担当医にご確認ください。ワクチン自体は無料で
も、医師によっては接種費用を請求することがありま
す。
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How to access immunisation records?
All vaccinations given to people in Australia are 
recorded on the Australian Immunisation Register 
(AIR) by the doctor giving the vaccination. 
To get a copy of your own and your child’s 
immunisation record (if they are under the age of 
14) you can:
• ask your doctor to print a copy from AIR for 

you 
• call AIR on 1800 653 809
• visit a local Medicare service centre
• go to the myGov website https://my.gov.au to 

create an account and link it to Medicare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The record is called an immunisation history 
statement. Your child’s vaccination may also be 
recorded in your child’s Personal Health Record 
booklet (‘red book’) if you have one.

Make sure you bring all your immunisation  
records, including those from overseas, to your 
medical appointments. The doctor or nurse can 
use these records to decide which vaccinations 
you need, and to record vaccinations you 
had overseas on the Australian Immunisation 
Register. This will help keep your immunisation 
records up-to-date.

More information
• Call 13 HEALTH (13 43 25 84) for health advice  

24 hours a day, 7 days a week.
• Call the Translating and 

Interpreting Service (TIS National) 
on 131 450 if you need an 
interpreter.

• For more information about 
immunisation, visit  
www.qld.gov.au/health/conditions/immunisation  
or  
www.health.gov.au/health-topics/immunisation

• For information in other languages, visit  
www.humanservices.gov.au/individuals/
information-in-your-language  or  
www.healthtranslations.vic.gov.au

どうすれば予防接種記録を入手できますか？
オーストラリアで行われるワクチン接種はすべて、接
種を行う医師によってAustralian Immunisation Register 
(AIR)に記録されます。
あなた自身とお子さま（14歳未満）の予防接種記録の
複写は、以下の方法にて入手できます。
• AIR記録の複写の印刷を、担当医に依頼する
• AIR（電話番号 1800 653 809）に電話する
• 地域のメディケア・サービス・センターに行く 

• myGovのホームページ、 https://my.gov.au を参照
し、アカウントを作成して、メディケアとリンクす
る  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この記録は予防接種歴明細表と呼ばれています。お子
さまのワクチン接種記録は、お子様の個人保健記録冊
子（「赤本」）をお持ちの場合、そこにも記録されて
いることがあります。 

担当医による診察の際、海外のものを含めて手持ちの
すべての予防接種記録を持参してください。医師また
は看護師がこれを基にして接種が必要なワクチンを選
択し、海外で受けたワクチン接種についてAustralian 
Immunisation Registerへ記録します。これによりあな
たの予防接種記録が最新の状態に保たれます。

追加情報
• 毎日24時間つながる13 HEALTH (13 43 25 84) に電話

し、健康に関する助言を受けましょう。 

• 通訳が必要な場合は、131 450の
Translating and Interpreting Service (TIS 
National)までお電話ください。

• 予防接種に関する追加情報について
は、  
www.qld.gov.au/health/conditions/immunisation   
または  
www.health.gov.au/health-topics/immunisation 
をご覧ください。

• 外国語による情報については、 
www.humanservices.gov.au/individuals/information-
in-your-language  または  
www.healthtranslations.vic.gov.auをご覧ください。


