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厚労省コロナワクチンQ＆A
Ｑ１－２ ワクチンにはどのようなものがあるのですか。

• 病原体（ウイルスや細菌など）そのもの又は、病原体を構成する物質などをもとに作ったワクチンを接種す
ることで、その病原体に対する免疫ができます。具体的には、以下のようなものがあります。

•
• 生ワクチン

病原性を弱めた病原体からできています。接種すると、その病気に自然にかかった場合とほぼ同じ免疫力が
つくことが期待できます。一方で、副反応として、軽度で住むことが多いですが、その病気にかかったような
症状が出ることがあります。代表的なワクチンとしては、ＭＲワクチン（M：麻しん、R：風しん）、水痘（み
ずほうそう）ワクチン、ＢＣＧワクチン（結核）、おたふくかぜワクチンなどがあります。

•
• 不活化ワクチン、組換えタンパクワクチン

感染力をなくした病原体や、病原体を構成するたんぱく質からできています。1回接種しただけでは必要な免
疫を獲得・維持できないため、一般に複数回の接種が必要です。代表的なワクチンとしては、ＤＰＴ－ＩＰ
Ｖ：四種混合ワクチン（Ｄ：ジフテリア・Ｐ：百日せき・Ｔ：破傷風・ＩＰＶ：不活化ポリオ）、ＤＴ：二種
混合ワクチン（Ｄ：ジフテリア・Ｔ：破傷風）、日本脳炎ワクチン、インフルエンザワクチン、Ｂ型肝炎ワク
チン、肺炎球菌ワクチン、ヒトパピローマウイルスワクチンなどがあります。

•
• メッセンジャーRNAワクチン、DNAワクチン、ウイルスベクターワクチン

これらのワクチンでは、ウイルスを構成するタンパク質の遺伝情報を投与します。その遺伝情報をもとに、
体内でウイルスのタンパク質を作り、そのタンパク質に対する抗体が作られることで免疫を獲得します。今回、
新型コロナウイルスの表面にあるタンパク質に対するワクチンが初めて海外で承認を受けました。



Ｑ７－１ 新しい仕組みのワクチンということですが、どこが既存のワクチ
ンと違うのですか。特に、ワクチンの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持つ予定の子供への影響を懸念していま
す。

• これまで我が国において使用されていたワクチン（不活化ワクチン、組換えタンパクワ
クチン、ペプチドワクチン）はウイルスの一部のタンパクを人体に投与し、それに対し
て免疫が出来る仕組みでした。

mRNA（メッセンジャーＲＮＡ）ワクチンでは、ウイルスのタンパク質をつくるもと
になる情報の一部を注射します。人の身体の中で、この情報をもとに、ウイルスのタン
パク質の一部がつくられ、それに対する抗体などができることで、ウイルスに対する免
疫ができます。

• mRNAは、数分から数日といった時間の経過とともに分解されていきます。また、
mRNAは、人の遺伝情報（DNA）に組みこまれるものではありません。身体の中で、人
の遺伝情報（DNA）からmRNAがつくられる仕組みがありますが、情報の流れは一方通
行で、逆にmRNAからはDNAはつくられません。こうしたことから、mRNAを注射する
ことで、その情報が長期に残ったり、精子や卵子の遺伝情報に取り込まれることはない
と考えられています。
このような一般的な科学的な知見だけでなく、薬事承認に当たっては、動物試験や臨

床試験の結果に基づいて安全性を評価し、審査を行っていきます。



• BNT162b2 ( Pfizer/BioNTech )と mRNA-1273 ( Moderna/NIAID ) は、
SARS-CoV-2 のスパイク遺伝子を用いたメッセンジャーRNA 
( mRNA ) を基にしたワクチンで、mRNA を脂質ナノ粒子に内包
させて、mRNA を細胞内に取り込むことを可能としたワクチン
です。接種部位である筋肉組織等の抗原提示細胞 ( antigen 
presenting cell: APC )に mRNA を内包した脂質ナノ粒子が取り込
まれ、mRNA が細胞質に放出されます。翻訳されたスパイクタ
ンパク、または 翻訳後プロセッシングされたスパイクタンパク
由来ペプチドが所属リンパ節にて T 細胞や B 細胞に提示され、
細胞性免疫と液性免疫が誘導されるようにデザインされていま
す。



• 発症予防や重症化予防がメインですから高齢者やハイリスクの方に打って
頂くのがより効果は高いですが、特に懸念しているのは、後期高齢者層へ
の接種で、通常の副反応に体力的に耐えられない方が一定数、出てくる点
です。日本の様に高齢化が進んでいて、幸いにも被害がある程度抑えられ
ている状況ですから、大きな問題にならなければ良いな、と思っています。
感染予防効果については現段階では不明で、不顕性感染がかえって起きや
すくなる懸念もあります。また、長期での問題は起きにくいとは言え、免
疫システムは大変複雑ですから、予期しない副反応が出て来ない事を願い
たいですね。

• 若年者に関しては、まだ接種開始まで時間がありますから、海外の接種状
況を見る時間的余裕があります。変異が今後進んでいけば、ワクチンも更
新が必要になっていくでしょう。普段書いている様な、抗体依存性感染増
強(ADE)や、ワクチン関連疾患増悪(VAED) が起きない事も願いたいですね、
反復してワクチン接種をする中で問題が出てくる可能性があります。海外
では複数のタイプのワクチンの接種も検討されている様ですが心配ですね。



• 今回のmRNAワクチンと従来のワクチンの一番大きな差は、ウィルス
そのものをワクチンに利用していないという事です。麻疹や風疹な
どの弱毒生ワクチン、インフルエンザやB型肝炎などの不活化ワクチ
ンと違い、mRNAワクチンは、スパイクタンパク質の遺伝子情報の設
計図だけを体内に打ちますので、従来のワクチンと違い、感染を起
こして免疫を獲得するというメカニズムではありません。

• リボソームと脂質ナノ粒子を利用してのドラックデリバリーシステ
ム(DDS)は近年、癌に対する核酸医薬デリバリーシステムへの応用が
期待されています。今回のmRNAワクチンの進歩の中で、今後、癌治
療の進展にも繋がっていくと良いですね。

• 国立感染症研究所、新型コロナワクチンについて

• https://www.niid.go.jp/.../images/vaccine/corona_vaccine.pdf

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.niid.go.jp%2Fniid%2Fimages%2Fvaccine%2Fcorona_vaccine.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3XzoFpY0Cg1gSowurodJrs5-CC1-SEu0UtSyOLBa99_AMdPa2Aa6R85Yg&h=AT2zhMIdVxFAc0Y_2ILDfw_GLIcVieRbXyH-6OYtLY9XUlm2Z2QN5imcHpj4ueNECWpPfyqZOJv8ey4oLqvS3hMxbTue5En7ooN5LYHmnbJK__Jg1ph_fuyWhr6ijXRO0WCwg3X8Gg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1LmjyokRm7tM7fK48oxbLkbs9ed0JgfzAmDIEspz7TlDfy5LQyrTOCQdEASAJ_AV0236DYi0SoX3RRDr6WXp2iYF3m3XMu-15n2LKMnjThE6YjOXCMg-TWmo8VsZo72ntDVMbnnERjbbupo8Qsd9YwDAQiwX-M_qQqQF-9HQz-o0yT_MNtpsA


Ｑ２－１
日本の新型コロナワクチン接種はどうなりますか。

• 日本政府は、これらの製薬企業３社から合計で３億1,400万回分の供
給を受けることについて合意をしています。１人に２回接種を行う
とした場合１億5,700万人分となります。
また、ワクチンが国内で承認され、供給できる準備が整った際に、

出来るだけ早く、国民の皆さまにワクチンを提供できるよう準備し
ています。接種を希望される方々は、無料で受けることができます。

日本では、ファイザー社のワクチンが、2021年２月14日に薬事
承認されました。また、アストラゼネカ社から同年２月５日に承認
申請が行われ、現在、医薬品医療機器総合機構（PMDA）において
承認審査が行われています。

一方で、全国民分のワクチンを一度には確保できず、徐々に供給
が行われることになります。このため、一定の接種順位を決めて、
接種を行っていく見込みです。

接種についての具体的なお知らせは、こちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00218.html


ファイザーワクチンファクトシート

• Pfizer-BioNTech COVID-19ワクチンの接種は、3週間間隔で2
回、筋肉注射にて行われます。Pfizer-BioNTech COVID-19ワクチ
ンはワクチン接種を受けたすべての人に対して効果を示すもの
ではありません。

• このファクトシートは更新されることがあります。最新のファ
クトシートについては、www.cvdvaccine.comをご覧ください。

http://www.cvdvaccine.com/




ファイザーワクチンの中身

• Pfizer BioNTech COVID-19ワクチンには、mRNA、脂質 ((4-ヒ
ドロキシブチル)アザネジイル)ビス(ヘキサン-6,1-ジイル)ビス
(2-ヘキシルデカノエート)、2 [(ポリエチレングリコール)-
2000]- N、N-ジテトレードシクロアセトアミド、1,2-ジステア
ロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン、及びコレステロール)、
塩化カリウム、一塩基性リン酸カリウム、塩化ナトリウム、二
塩基性リン酸ナトリウム二水和物、及びスクロースなどが含ま
れているようです。

• https://consumernet.jp/?p=7436

https://consumernet.jp/?p=7436


全員接種のリスクは？
感染予防と副作用リスク？
• ファイザーワクチンのデータに３００万人以上の接種による副作用の広範
かつ重篤な副反応が6万人に1人でも、日本人全員が打つと2000名ほど発
症する可能性があり、蘇生が間に合わないケースも出てくる可能性があり
ます。

• アメリカのように、35万名以上亡くなられている国では相対的に打つメ
リットの方が高いですが、日本のように6000名で抑えている国ではどう
でしょうか。

• しっかりとアナフィラキシーに対応出来る状況での接種が必要になります。

• 6万分の1を監視するのはとても大変です。イスラエルでは特定のアレル
ギーのある方は接種をしない方針ですが、アレルギー大国である日本で、
どの程度の頻度で起きるかは懸念材料です。ワクチン接種は市町村単位で
の対応、しっかりとした国の指針が望まれますが・・・。



提供されるべき情報とは？ファクトシートより

• PFIZER-BIONTECH COVID-19ワクチンの接種を受ける前に、予防接種の提供
者に伝えるべきことは何ですか?以下の内容を含め、健康状態についてす
べて予防接種提供者に伝えてください。

• アレルギーがある

• 発熱がある

• 出血性疾患がある、または抗凝血剤を使用している

• 免疫不全である、または免疫系に影響を与える薬を服用している • 妊娠中
または妊娠予定

• 母乳育児中

• 別のCOVID-19ワクチンを接種した



• どのような人が PFIZER-BIONTECH COVID-19 ワクチンの接種を受
けるべきですか?
FDAは、16歳以上の個人に対するPfizer-BioNTech COVID-19の緊急
使用を承認しています。

• どのような人が PFIZER-BIONTECH COVID-19 ワクチンの接種を受
けるべきではありませんか?
以下に該当する場合は、Pfizer-BioNTech COVID-19ワクチン
の接種を受けないでください。

• このワクチンの投与後に重度のアレルギー反応を示した

• このワクチンの成分に対して重度のアレルギー反応を示したこ
とがある



提供されるべき情報2
• PFIZER-BIONTECH COVID-19ワクチンのリスクは何ですか?

Pfizer-BioNTech COVID-19ワクチンの使用で報告されている副作用は次の
とおりです。

• 注射部位の痛み • 倦怠感

• 頭痛

• 筋肉痛
• 悪寒

• 関節痛
• 発熱
• 注射部位の腫れ

• 注射部位の発赤
• 吐き気
• 気分が悪い

• リンパ節の腫れ(リンパ節腫脹)



提供すべき情報3

• fizer-BioNTech COVID-19ワクチンが重度のアレルギー反応を引き起こす
可能性はほとんどありません。通常重度のアレルギー反応は、Pfizer-
BioNTech COVID-19ワクチンを接種してから数分から1時間以内に発生し
ます。 重度のアレルギー反応の兆候には、以下があります。

• 呼吸困難

• 顔や喉の腫れ
• 心拍数の増加

• 全身のひどい発疹

• めまいと脱力感
• 上記は、Pfizer-BioNTech COVID-19ワクチンによって起こりうる副作用のす
べてではありません。深刻かつ予期しない副作用が発生する可能性があり
ます。 Pfizer-BioNTech COVID-19ワクチンはまだ臨床試験による研究段階に
あります。





2.14バレンタイン承認はどうされた？

• ＜ワクチン＞

• 一般名販売名製造販売業者添付文書等承認日コロナウイルス修
飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）コミナティ筋注ファ
イザー株式会社添付文書
留意事項通知
特例承認に係る報告書2021年2月14日
（医薬品医療機器法第14条の3に基づく特例承認

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341D
https://www.pmda.go.jp/files/000239235.pdf
https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_A100_2.pdf


本品目は生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せ
ず、再審査 期間は8年、原体及び製剤はいずれも劇薬に該当する
とされた。

• [承 認 条 件]

• 1. 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に
実施すること。

• 2. 本剤は、医薬品医療機器等法第 14 条の3第
1項の規定に基づき承認された特例承認品目で
あり、承認時において長期安定性等に係る情
報は限られているため、製造販売後も引き続
き情報を収集し、報告すること。

• 3. 現時点での知見が限られていることから、
製造販売後、副作用情報等の本 剤の安全性に
関するデータを、あらかじめ定めた計画に基
づき早期に収集 するとともに、独立行政法人
医薬品医療機器総合機構に提出し、本剤の適
正使用に必要な措置を講じること。その際、
国が実施する健康調査等により得られた情報
についても適切に反映すること。

• 4. 現在国内外で実施中又は計画中の臨床試験
の成績が得られた際には、速や かに当該成績
を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提
出するととも に、本剤の有効性及び安全性に
係る最新の情報を、医療従事者及び被接種 者
が容易に入手可能となるよう必要な措置を講
じること。また、国が行う 本剤の有効性及び
安全性に係る情報の発信について、適切に協
力するこ と。5. 本剤の接種に際し、本剤の有
効性及び安全性については今後も情報が集積
されることを踏まえ、あらかじめ被接種者又
は代諾者に最新の有効性及び 安全性に関する
情報が文書をもって説明され、予診票等で文
書による同意 を得てから接種されるよう、医
師に対して適切に説明すること。

• 6. 医薬品医療機器等法施行規則第 41 条に基づ
く資料の提出の猶予期間は、承 認取得から起
算して6カ月とする。上記 2、3 又は 4 に基づ
いて提出された 資料等により、承認事項を変
更する必要が認められた場合には、医薬品医
療機器等法第 74 条の2第3項に基づき承認事項
の変更を命ずることがある こと。



Ｑ３－１ 新型コロナワクチンの効果（発症予防、持続期間）
はどうなりますか。
Ｑ３－２ 変異株の新型コロナウイルスにも効果はありますか

• 現在、国内外で新型コロナワクチンの開発が進められ、新型コロナワクチンの
効果や安全性等については確認されているところです。
また、ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社は、開発中のワクチンを

投与した人の方が、投与していない人よりも、新型コロナウイルス感染症に発症
した人が少ないとの結果又は中間結果が得られたと発表しています。
臨床試験や接種が始まってから時間があまり経過していないことから、効果の

持続期間については明らかになっていません。今後の情報が明らかになるのを待
つ必要があります。

一般論として、ウイルスは絶えず変異をおこしていくもので、小さな変異でワ
クチンの効果がなくなるというわけではありません。
また、ファイザー社のワクチンでは、変異株の新型コロナウイルスにも作用す

る抗体がつくられた、といった実験結果も発表されています。

• 承認申請がなされた新型コロナワクチンの審査に当たっては、変異株に関する
情報も含め、引き続き様々な情報を収集しつつ、適切に有効性、安全性等を確認
してまいります。



Ｑ４－１ ワクチンの安全性の確保のため、どのような
取組をしていますか（審査の厳格性など）。

• 現在、開発中の新型コロナウイルス感染症のワクチンの副反応につ
いては国内外の臨床試験等でどのようなものが起こりうるか確認さ
れているところです。
臨床試験では、有効性・安全性等に関するデータを収集するため、

健康な方や患者さんに協力してもらい、開発中のワクチンを実際に
ヒトに投与して試験します。
その後、臨床試験の結果などに基づいて、ワクチンの有効性・安

全性、品質についての審査が行われ、ワクチンが承認されます
また、ワクチンの接種が開始された場合には、副反応を疑う事例

を収集し、専門家による評価を行います。こうした結果を公表する
などして、安全性に関する情報提供などを行なっていきます。



Ｑ４－２ これまでに認められている副反応にはどのよう
なものがありますか。

• 現在、開発中の新型コロナワクチンの副反応については、どのよう
なものが起こりうるか確認されているところです。

• 日本への供給を計画している海外のワクチン（ファイザー社、ア
ストラゼネカ社、モデルナ社、ノババックス社が開発中のワクチ
ン）では、ワクチン接種後に、ワクチン接種と因果関係がないもの
も含めて、接種部位の痛みや、頭痛･倦怠感･筋肉痛等の有害な事象
がみられたことが論文等に発表されています。（詳細は、副反応に
関する審議会資料をご覧ください。）

また海外で既に実施されている予防接種においては、まれな頻度
でアナフィラキシー（急性アレルギー反応）が発生したことが報告
されています。もし、アナフィラキシーが起きたときには、接種会
場や医療機関ですぐに治療を行うことになります。

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000710377.pdf


Ｑ４－３ 副反応が起きた場合の補償はどうなっていま
すか。

• 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害（病気になっ
たり障害が残ったりすること）が、極めて稀ではあるものの避ける
ことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での

治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に
基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合に

は、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、健康
被害救済の給付額は、定期接種のＡ類疾病と同じ水準です。
現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/


救済制度は機能するのか？

• 医療費・医療手当の請求に必
要な書類

• 医療費・医療手当請求書※

• 受診証明書※

• 障害児養育年金請求書※

• https://www.mhlw.go.jp/bunya/
kenkou/kekkaku-
kansenshou20/kenkouhigai_kyus
ai/dl/leaflet_h241119.pdf

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/fukusayo_dl/pdf/yosiki1.pdf
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/fukusayo_dl/pdf/yosiki5.pdf
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/fukusayo_dl/pdf/yosiki9.pdf


Ｑ４－６ ワクチンを受けた後に熱が出た
ら、どうすれば良いですか。NEW
• ワクチンによる発熱は接種後１～２日以内に起こることが多く、
必要な場合は解熱鎮痛剤を服用いただくなどして、様子をみて
いただくことになります。このほか、ワクチン接種後に比較的
起きやすい症状としては、頭痛、疲労、筋肉痛、悪寒（さむ
け）、関節痛などがあります。
ワクチンによる発熱か、新型コロナウイルス感染症かを見分

けるには、発熱以外に、咳や咽頭痛、味覚・嗅覚の消失、息切
れ等の症状がないかどうかが、手がかりとなります。（ワクチ
ンによる発熱では、通常、これらの症状はみられません。）
ワクチンを受けた後、2日以上熱が続く場合や、症状が重い

場合、ワクチンでは起こりにくい上記の症状がみられる場合に
は、医療機関等への受診や相談をご検討ください。



集団免疫

• なお、感染症の種類によって、集団免疫を得るために必要な
免疫を持つ人の割合は異なります。また、ワクチンによっては、
接種で重症化を防ぐ効果があっても感染を防ぐ効果が乏しく、
どれだけ多くの人に接種しても集団免疫の効果が得られないこ
ともあります。
新型コロナワクチンによって、集団免疫の効果があるかどう

かは分かっておらず、分かるまでには、時間を要すると考えら
れています。



２つの？
• 接種を受ける際の同意

• 新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくよすが、接種を受けることは強制
ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種
が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理

解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われる
ことはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのな

いようお願いいたします。

• 接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

• 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害（病気になったり障害が残ったりするこ
と）が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が

残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を
受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/


アナフィラキシーについて
• 米国では

• 重いアレルギー反応を起こしたことがある人や、ワクチンや注射で何らかの即時型アレ
ルギー反応を起こしたことがある人は、ワクチン接種後少なくとも30分間

• それ以外の人は、ワクチン接種後少なくとも15分間アナフィラキシーなどの有無を観察
することが推奨されています。
なお、米国において、ファイザー社の新型コロナワクチン接種後に報告されたアナ

フィラキシーは、2021年１月18日時点で、50例（9,943,247回中）で、100万回あたり5
例となっており、74％が接種後15分以内、90％が接種後30分以内に症状が現れています。
また、80％にアレルギーの既往があり、24％にはアナフィラキシーの既往があったと報
告されています。

• 英国では、新型コロナワクチンの接種開始当初、過去にワクチンや薬剤、食品にアナ
フィラキシーを起こした方には接種しないこととしていましたが、特に制限を行わない
米国でのアナフィラキシーのデータを踏まえ、今は、米国同様の取扱としています。

• インフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告では、因果関係があるかどうか分から
ないものも含め、１シーズンで、約20件のアナフィラキシーが報告されています。
予防接種後に、息苦しさなどの呼吸器症状がみられれば、接種会場や医療機関で、ま

ず、アドレナリン（エピネフリン）という薬の注射を行います。そのあと、症状を軽く
するために、気管支拡張薬等の吸入や抗ヒスタミン薬、ステロイド薬の点滴や内服など
も行います。



医療従事者への接種

• 注1:ワクチンの基本的な性能として発症予防・重症化予防が想
定され、感染予防の効果を期 待するものではないことから、患
者への感染予防を目的として医療従事者等に接種するもの では
ないことに留意(医療従事者等は、個人のリスク軽減に加え、医
療提供体制の確保の観 点から接種が望まれるものの、最終的に
は接種は個人の判断であり、業務従事への条件とはならない)。

•

https://www.mhlw.go.jp/content/000740164.pdf?fbclid=IwAR3qr
8v382e_u82IIe2HZw-
wD_GjcHjOawv8j3QH3pHjtl5ryHYOC6vx50g

https://www.mhlw.go.jp/content/000740164.pdf?fbclid=IwAR3qr8v382e_u82IIe2HZw-wD_GjcHjOawv8j3QH3pHjtl5ryHYOC6vx50g






リボソーム

• https://www.nig.ac.jp/museum/dataroom/translation/01_introductio
n/index.html?fbclid=IwAR3oCLt-KG-
l5fxVYSyUkz6S57owv6Fp7ZgAujclU-HZEDgVp4bAB-CmHAQ

• これらのサブユニットの中心部にはRNA分子があり、

• その表面には多くのタンパク質が結合しています。

• ただし、2つのサブユニットが会合する接触面には

• タンパク質は存在せず、RNAどうしが直接接します。


