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近江八幡市新型コロナウイルスワクチン接種事務実施要領 

 

１．趣旨および目的 

新型コロナウイルス感染症については、感染拡大を防止し、市民の生命及び健康を守るた

め総力を挙げてその対策に取り組み、あわせて社会経済活動との両立を図っていく必要が

ある。 

新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン（以下「新型コロナワクチン」という。）に

ついては、現在、我が国を含め世界各国で開発が進められており、国においては、国民への

円滑な接種を実施するため、必要な体制の確保に取り組んでいる。 

今後、有効で安全なワクチンが開発され、必要なワクチンを確保できた際に、当該感染症

のまん延予防のため、国、都道府県及び市町村が協力し合って、全国的に円滑な接種を実施

していくことができるよう、国、都道府県及び市町村の体制づくりが必要となる。 

本市においても、国、県及び医療関係者等と緊密に協力しつつ新型コロナワクチン接種事

務を市民に対して実施していく必要がある。 

 この要領では、本市における国及び県と連携しつつ市民への新型コロナワクチン接種を

円滑に進めるための事務についての全般的な概要を示すことを目的とする。 

本要領は、今後の状況により、随時追記もしくは、内容を変更することとする。 

なお、この要領は、令和３年３月現在で、当面供給される予定のファイザー社の新型コロ

ナワクチンの接種を主として作成したものである。 

新型コロナワクチン接種の実施については、厚生労働省から発出されている「新型コロナ

ウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」で示されており、本要領に記載の項

目の内容及び記載のない内容については同手引きにより実施するものとする。 

 

２．本市における予防接種の位置づけ 

国は、新型コロナウイルス感染症に対処するため、予防接種の実施体制の整備等を行う上

で、予防接種法の改正を令和２年１２月９日付で施行した。 

予防接種法（昭和２３年法律第６８号。以下「法」という。）第２９条の規定により第一

号法定受託事務とされている新型コロナワクチンに係る特例的な臨時接種に係るものとさ

れ、厚生労働大臣の指示のもと、県の協力により市が実施主体となり予防接種を実施するも

のとする。 

本予防接種は、法附則第７条第２項の規定により同法第６条第１項の臨時接種とみなし

て実施するものであり、市町村長は対象者に対して接種勧奨をすることとされている。 

 また、対象者については原則として接種を受ける努力義務の規定が適用されるが、妊娠中

の者については使用実績が限定的であること等を踏まえ、努力義務の規定の適用が除外さ

れている。 
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これに基づき、本市においても、接種体制の構築及び市民への接種事務を円滑に実施して

いくものとする。 

 

３．予防接種の体制の枠組み 

新型コロナウイルス感染症については、その流行及びその長期化により、国民の生命・健

康はもとより、社会経済にも極めて大きな被害をもたらしていることから、国民への円滑な

接種を実施するため、国の主導のもと、身近な地域において接種が受けられる仕組みを構築

する必要がある。 

今般の新型コロナワクチンの接種については、法附則第７条の特例規定に基づき実施す

るもので、同法第６条第１項の予防接種とみなして同法の各規定（同法第２６条及び第２７

条を除く）が適用されることとなる。 

新型コロナワクチンの接種については、国が必要な財政措置を行い、県が必要な調整を行

い、市が接種事務を実施することとしている。 

ワクチンの確保、供給については、国が主導し、県は広域的な立場から、国及び市と接種

事務にかかる調整、市では解決が困難な専門的相談の対応を行う。 

 当面の接種に必要なワクチンの種類及び確保は限られており、その供給は不透明な部分

も多いが、その種類や量の供給については順次行われる見通しである。 

 しかしながら、ワクチンによっては、その特殊性に鑑み特別な流通方法が必要なものもあ

ることから、ワクチンの供給量及び性質に応じて効率的に接種できる体制の構築が必要と

なる。 

 本市は、今後、国の動向、供給されるワクチンの量及び性質を十分に見極めつつ市民への

接種を円滑に進めるため、状況に応じた接種体制の構築を実施する。 

 

４．本市における接種事務実施体制等について 

本市においては、市民への新型コロナウイルス接種事務を円滑に進めるため、主たる事務

全般を担う担当部署として子ども健康部内に新型コロナウイルスワクチン接種対策室（以

下「市対策室という。」）を設置し、専任職員等を配置し、国、県との連携をしつつ市民への

接種事務を全庁的な取り組みとして実施するため、主として、次に掲げるとおり進めるもの

とする。 

（１） 接種事務に係る医療機関等への協力、接種費用の支払い等 

   近江八幡市蒲生郡医師会、近江八幡市立総合医療センターをはじめとする市内医療

機関等と連携し、市民に対する円滑な新型コロナワクチン接種を実施するため、医師・

看護師等の医療従事者の新型コロナワクチン接種業務への協力体制を構築する。 

また、接種を行った医療機関等に対して接種費用の支払いを行う。 

（２） 接種会場の確保等 

新型コロナワクチン接種は、多くの市民が接種されることが予想されることから、医
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療機関及び医療機関以外での接種会場の確保を行う。 

   この場合、接種会場における会場の借り上げ、人材・物資の確保、実施計画や会場に

おける接種に係る業務マニュアルの作成等を策定し、多くの市民が円滑に接種できる

ように配慮する。 

（３） 市民への接種勧奨、情報提供、相談受付等 

新型コロナワクチンの接種を行う際は、予防接種法施行令第５条の規定による公告

を行い、接種の対象者又はその保護者に対して、予め予防接種の種類、予防接種を受け

る期日又は期間及び場所、使用する新型コロナワクチンの種類、予防接種を受けるに当

たって注意すべき事項、予防接種を受けることが適当でない者、接種に協力する医師そ

の他必要な事項について十分に周知を図るものとする。 

市民に対しては、新型コロナワクチン接種について、厚生労働省が作成する新型コロ

ナワクチン感染症に係る予防接種の概要、予防接種の有効性・安全性及び副反応その他

接種に関する注意事項等を盛り込んだ資料を活用し情報提供することや対象者への接

種に係る個別通知（接種券の送付）を実施する。 

また、接種実施会場等や接種順位等について、随時住民への情報提供を広報誌、市ホ

ームページ、啓発チラシ等で行い、市民からの問い合わせに対応するためコールセンタ

ー等を設置する。 

（４） 健康被害救済の申請受付、給付等 

   新型コロナワクチン接種を受けた方に接種を受けたことによると考えられる健康被

害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済給付の申請を受け付け、調査委員会

等を設け、必要な調査等を行い、その健康被害が接種を受けたことによるものであると

厚生労働大臣が認定したときは、救済給付を行う。 

（５）新型コロナワクチン等の割り当て 

   新型コロナワクチンの供給・調整等の一元的な情報管理を通じて予防接種の効率的、

かつ着実な実行を支援するため、国は、自治体・医療機関、卸等の関係者間でワクチン

配分等の情報伝達を行うための手段として、ワクチン接種円滑化システム（以下「Ｖ－

ＳＹＳ」という。）を構築し、令和３年２月１５日から稼働している。 

   本市は、Ｖ－ＳＹＳを通じて、国から都道府県をとおして割り当てられたワクチンの

量の範囲内で、各接種会場等の接種可能量等に応じてワクチンを割り当てる。 

（６）新型コロナワクチン等の管理 

   ワクチンによっては、その特殊性に鑑み特別な管理が必要なものがあることから、ワ

クチンの受け入れ、保管・移送方法については、その種類や特殊性を把握の上、必要な

要件を具備し厳格な運用・管理を行う。 

   また、当面、供給されるファイザー株式会社製のワクチンについては、超低温冷凍庫

（ディープフリーザー）により－９０℃～－６０℃による保管が求められており、その

管理や取扱いについては十分に留意する必要がある。 
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   本市においては、集団接種会場となる近江八幡休日急患診療所及びあづちマリエー

トに国が一括購入の上、供給される日本フリーザー社製の超低温冷凍庫（ディープフリ

ーザー）をそれぞれ設置し、ファイザー株式会社製のワクチンの保管を行う。 

解凍又は解凍後に保管するために必要な冷蔵庫についても設置を行う。 

その他のワクチンについても－２０℃±５℃の保管、２℃から８℃の保管が求めら

れることなどワクチンの種類ごとの運用・管理について注意が必要となる。 

（７）接種事務に係る個人情報の保護について 

   本市における個人情報の取扱いに関しては、近江八幡市個人情報保護条例等を踏ま

え、新型コロナワクチン接種の実施に当たっては、個人情報の厳重な管理や目的外使用

の禁止等を契約書等に定めるとともに、業務を委託している際には委託先の契約遵守

状況を管理監督する。 

本市が他の関係者（他市町村、事業者や個人、情報管理、分析の委託先等）へ情報を

提供する場合には、それぞれについて、誰が、相手先の誰までに、どの項目・範囲まで、

どのような利用目的に限って提供するのか、提供に当たっての関係者の承諾の有無や

守秘義務契約等を整理・明確化し、関係者間で遵守する。 

また、必要に応じて、近江八幡市個人情報保護審議会に諮問する等の措置をとる。 

   本市では、集団接種会場における新型コロナワクチン接種の予約をＷＥＢ管理予約

システムで行うため、接種終了期間まで個人情報等を外部サーバで管理するため、あら

かじめ同審議会に諮問することとする。 

（８）接種記録の管理等 

   市長は、新型コロナワクチンの接種対象者について、あらかじめ住民基本台帳その他

の法令に基づく適法な居住の事実を証する資料等に基づき、予防接種台帳を作成し、予

防接種法施行令第６条の２や市の文書管理規定等に従い、国が示す少なくとも５年間

は適正に管理・保存する。 

   本市においては、市民の新型コロナワクチン接種状況を基幹系システムの予防接種

台帳システム（以下「健康かるて」という。）により管理する。 

   また、予防接種を行った際は、予防接種済証を交付するものとし、予防接種を行った、

乳幼児・小児については、予防接種済証に代えて、母子健康手帳に予防接種及びワクチ

ンの種類、接種年月日その他の証明すべき事項を記載する。 

   なお、平成２４年に改正された母子健康手帳では、予防接種及びワクチンの種類、接

種年月日その他証明すべき事項を記載することで予防接種済証にかえることができる。 

現在、国において新型コロナワクチン感染症に係る予防接種については、国民に２回

の接種を確実に実施することや接種証明の発行を想定し、接種後、迅速な記録等の管理

が求められることから、ワクチン接種記録システム（以下「ＶＲＳ」という。）の導入

が検討されており、令和３年３月中に順次タブレット端末等が接種会場（医療機関含む）

ごとに配布されることとされている。 
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このタブレット端末等で接種会場にて接種者の情報を読み取り、ＶＲＳに登録する。 

ＶＲＳにおける記録は、予防接種台帳の記録とみなすこととされており、導入後は円滑

に運用を行う。 

（９）間違い接種 

  市長は、新型コロナワクチン接種を実施する際、国が示す様式等により予防接種に係る

間違いの発生防止に努めるとともに、間違いの発生を迅速に把握できる体制をとり、万が

一誤った用法用量で新型コロナワクチンを接種した場合や、有効期限の切れた新型コロ

ナワクチンを接種した場合、血液感染を起こしうる場合等の重大な健康被害につながる

おそれのある間違いを把握した場合等には、県を経由して、厚生労働省健康局健康課に速

やかに報告する。接種間隔の誤りなど、直ちに重大な健康被害につながる可能性が低い間

違いについても県に報告し、県が毎月とりまとめ、厚生労働省健康局健康課に報告するこ

ととなる。 

なお、報告や様式等は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引

きで示された内容とする。 

  本市は、予防接種の間違いが起こった場合には、直ちに適切な対応を講じるとともに再

発防止に万全を期すものとする。 

（１０）その他 

   新型コロナワクチン接種事務については、未だ提供される情報が不透明なことが多

く、国、県と引き続き緊密に連携し情報交換を行い、接種するに当たっては、被接種者

がリスクとベネフィットを総合的に勘案して接種の判断ができるように予防接種の有

効性及び安全性、副反応のリスク及び副反応を防止するための注意事項等について市

民への速やかな情報提供に努めるとともに接種事務については、随時見直しを行うな

ど、市民へのワクチン接種事務が常時円滑に行うことができるように柔軟に対応する。 

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、予防接種法附則第７条第１

項第２項の規定により予防接種法第６条第１項の臨時接種とみなして実施するもので

あり、市長は対象者に対して接種勧奨をすることとされている。 

また、対象者については原則として接種を受ける努力義務の規定が適用されるが、妊

婦については使用実績が限定的であること等を踏まえ、努力義務の規定の適用が除外

されている。 

ワクチン接種の対象者には接種は努力義務ではあるが、強制ではなく任意であるこ

とを周知し、市民が自らの意思により接種を受けるための情報提供を積極的に行うと

ともに、接種を受けなかったことを選択した者が周りからの誹謗中傷、差別等を受ける

ことがないように啓発する。 

 

５．実施期間 

 新型コロナワクチンの接種の具体的な期間については、厚生労働大臣の指示で、令和３
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年２月１７日から令和４年２月２８日までの間において行うこととされている。 

これにより、全国各地では、令和３年２月１４日に厚生労働省が承認したファイザー社

製のワクチンを同年２月１７日より大規模医療機関の医療従事者において接種が始まり、

次に県が主体となりそれ以外の医療従事者等の接種、そして同年４月１２日以降、段階的

に新型コロナワクチンの分配を行う。その後、同年４月２６日には全国全ての市町村に分

配されることとされており、市が実施主体となる高齢者への接種を開始する予定で準備

を行うこととしている。 

本市においても、当面は、令和３年４月１２日以降に実施が開始できるように準備を行

い、今後、国から示される期間及びワクチンの分配量にあわせて、速やかに接種を実施で

きるように体制づくりを行う。 

また、当初に配分されるワクチンの量に限りがあることから、高齢者の対象を限定し、

高齢者施設入所者、離島等における高齢者及び高齢者以外の接種対象者を優先接種とす

る体制を整える。 

 

６．対象者等 

新型コロナウイルス感染症については、その流行及びその長期化により、全国的に住民の

生命・健康はもとより、社会経済にも極めて大きな被害を及ぼしている状況にある。 

住民への円滑なワクチン接種を実施するため国の主導のもと、身近な地域において接種

が受けられる仕組みを構築する必要があり、予防接種法附則第７条の特例規定に基づき実

施するもので、同法第６条第１項の予防接種とみなして同法の各規定（同法第２６条及び第

２７条を除く。）が適用される。 

（１）対象者の範囲 

  新型コロナワクチン接種の対象者については、国の指針では、原則、居住地において接

種を受けられることとし、接種を受ける日に、住民基本台帳に記載されている者を対象と

して行うこととされているため、本市においても、原則、市の住民基本台帳に記載されて

いる者を対象として行うこととなる。 

ただし、戸籍又は住民票に記載のない者その他の住民基本台帳に記載されていないや

むを得ない事情があると市長が認める者についても、当該者の同意を得た上で、接種を実

施することができることから、国が示す基準に基づき、市長の判断のもと接種場所の例外

として取り扱うこととする。 

（２）接種順位 

  新型コロナワクチンの接種は、重症化リスクの大きさ、医療提供体制の確保等を踏まえ、

まずは医療従事者等への接種、次に高齢者という順に接種順位と接種の時期を国が公表

している。 

当面、確保できるワクチンの量に限りがあり、その供給量も順次行われる見通しである

ことから、接種順位とワクチンの供給量等、接種の時期を踏まえ、順次接種していくこと
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とする。 

  現在における国が示す接続順位の概要は下記のとおり。 

図１ 

接種順位の概要 

 

1医療従事者  

 高齢者への 

接種券を配布 

２ 高齢者  

  

 

それ以外

の者への

接種券を

配布 

３ 基礎疾患を有する者 

（高齢者以外） 

 

 ４ 高齢者施設等の従事者 

 ５ ６０～６４歳の者（ワク

チン供給量による） 

  ６上記以外の者に対し、

ワクチンの供給量等を踏

まえ順次接種 

 高齢者については、令和３年度中に６５歳に到達する者（昭和３２年４月１日生を含む）

であるが、ワクチンの供給量や時期によっては、年齢により細分化される可能性もあり、今

後、国から示される内容によっては、変更となる可能性があることに留意しつつ準備を行う。 

 接続順位における区分については、次のとおり。 

別表１ 

１ 医療従事者等 新型コロナウイルス感染症患者（新型コロナウイルス感染症疑い患

者を含む）に直接医療を提供する施設の医療従事者等（新型コロナウ

イルスワクチン感染症患者の搬送に携わる救急隊員等及び患者と接

する業務を行う保健所職員等を含む。） 

２ 高齢者 令和３年度中に６５歳以上に達する方 

ワクチンの供給量・時期等によっては、年齢により接種時期を細分

化する可能性がある。 

３ 基礎疾患を有す

る者 

１．令和３年度中に６５歳に達しない者であって、以下の病気の状

態で、通院／入院をしている方 

・慢性の呼吸器の病気 

・慢性の心臓病（高血圧を含む） 

・慢性の腎臓病 

・慢性の肝臓病（ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く） 

・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発して

いる糖尿病 
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・血液の病気（ただし、鉄欠乏貧血除く） 

・免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫

瘍を含む） 

・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 

・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障

害等） 

・染色体異常 

・重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した

状態） 

・睡眠時無呼吸症候群 

・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者

保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療（精神通院医療）

で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持

している場合） 

２．基準（ＢＭＩ３０以上）を満たす肥満の方 

４ 高齢者施設等の

従事者 

高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等（介護保険施設、居宅系

介護サービス、高齢者が入所・居住する障害者施設・救護施設等。以

下次の別表参照）において、利用者に直接接する職員 

５ ６０～６４歳の

者 

ワクチンの供給量によっては、基礎疾患を有する者と同じ時期に接

種を行う。 

６ 上記以外の者 ワクチンの供給量等を踏まえ、順次接種 

ワクチンの供給量・時期等によっては、年齢により接種時期を、細分

化する可能性がある。 

注 疑い患者には、新型コロナウイルス感染症患者であることを積極的に疑う場合だけで

なく、発熱・呼吸器症状などを有し、新型コロナウイルス感染症患者かどうかわからない

患者を含む。 

※高齢者の人口が概ね５００人程度未満の離島や、高齢者の人口が概ね５００人程度未満

の市町村（複数の市町村で共同で接種体制を構築する場合を除く。）及び総人口が概ね１

千人程度未満の離島や市町村（複数の市町村で共同で接種体制を構築する場合を除く。）

については、当該地域に、ファイザー社のワクチンの供給単位等を踏まえ、接種を希望す

る高齢者を上回るワクチンの供給量が得られた場合には、高齢者に対する接種時期であ

っても、接種順位にかかわらず、高齢者以外の接種対象者を対象に接種を行うことは差し

支えない。 

※高齢者施設等の従事者、高齢者施設等の従事者、６０～６４歳の者の接種順位は並列であ

るが、６０～６４歳の者については、ワクチンの供給量による。 
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※新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（２．１版）による 

別表２ 高齢者施設等の範囲 

 高齢者施設等には、以下の施設であって、高齢者等が入所・居住するものが含まれる。 

〇介護保険施設 

・介護老人福祉施設 

◎特別養護老人ホーム赤煉瓦の郷 

◎特別養護老人ホーム水茎の里 

◎特別養護老人ホームふれあい 

◎特別養護老人ホーム安土やすらぎの郷 

◎特別養護老人ホーム水茎の里個室ユニット棟 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護 

◎地域密着型特別養護老人ホーム赤煉瓦の郷 

・介護老人保健施設 

◎介護老人保健施設ヴォーリズ老健センター 

◎介護老人保健施設エスペラル近江八幡 

・介護医療院 

〇居宅系介護サービス 

・特定施設入居者生活介護 

・地域密着型特定施設入所者生活介護 

・認知症対応型共同生活介護 

◎グループホーム花ごよみ 

◎グループホームしのだ 

◎グループホーム出町 

◎いっぷく安土庵 

◎グループホーム近江 

◎オアシスグループホーム 

◎グループホームちとせ 

◎グループホームさんじゅ 

◎グループホームおかえり 

◎グループホームほおのき 

〇老人福祉法による施設 

・養護老人ホーム 

・軽費老人ホーム 

◎ケアハウス赤煉瓦の郷 

◎ケアハウス信愛館 

〇生活保護法による保護施設 

・救護施設 

・更生施設 

・宿所提供施設 

〇障害者総合支援法による障害者支援

施設等 

・障害者支援施設 

・共同生活援助事業所 

◎青葉の里 

◎グループホームはなみずき 

◎グループホームコスモス 

◎グループホームペガサス 

◎グループホーム小田の里 

◎グループホーム住倉安土 

◎グループホームゆいかじ 

◎グループホームさんご 

・重度障害者等包括支援事業所（共同生

活援助を提供する場合に限る） 

・福祉ホーム 

〇その他の社会福祉法等による施設 

・社会福祉住居施設（日常生活支援住居

施設） 

・生活困窮者・ホームレス自立支援セン

ター 

・生活困窮者一時宿泊施設 

・原子爆弾被爆者養護ホーム 

・生活支援ハウス 

・婦人保護施設 

・矯正施設（※患者が発生した場合の処

遇に従事する職員に限る） 

・更生保護施設 
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・有料老人ホーム 

〇高齢者住まい法による住宅 

・サービス付き高齢者向け住宅 

注 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（２．１版）による 

 表中◎は、表中で本市において、高齢者施設等に該当する施設 

（３）接種順位の特例 

  重症化リスクの大きさ等を踏まえ、高齢者と高齢者施設の従事者の接種順位は異なっ

ているが、施設内のクラスター対策のより一層の推進のため、市及び施設等の双方の体制

が整えば、介護保険施設や一定の要件を満たす高齢者施設において、当該施設内で入所者

と同じタイミングで従事者の接種を行うことができる。その際には、ワクチン流通の単位

の観点からの効率性に留意する。 

  一定の要件とは、次に掲げるものを目安とする。 

ア 市及び高齢者施設の双方の体制が整う場合であること。 

イ ワクチン流通量の単位から施設入所者と一緒に接種を受けることが効率的である

こと。 

ウ 施設全体における入所者の日常的な健康管理を行う医師等が確保されており、接

種後の健康観察ができること。 

   なお、本特例の対象となる「高齢者施設」とは、以下の施設を指す。（「別表２ 高齢

者施設等の範囲」の右欄の施設は含まない。） 

・介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、

認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホーム 

また、居宅サービス事業所等の従事者についても、例えば、居宅サービス事業所等が

高齢者施設に併設されており、当該高齢者施設の入所者及び従事者が接種する際に、併

せて居宅サービス事業所等の従事者に接種する体制の整備をすることが可能である場

合など、市が当該居宅サービス事業所等について上記の一定の要件（目安）を満たすと

認めた場合は、接種順位の特例を適用することができる。 

（４）離島等における新型コロナウイルスワクチン接種 

   離島等における新型コロナワクチン接種については、次のとおり国から方針が示さ

れている。 

高齢者（令和３年度中に６５歳以上に達する者）の人口が概ね５００人程度未満の離

島や市町村については、当該地域に接種を希望する高齢者を上回るワクチンの供給が

得られた場合には、高齢者に対する接種時期であっても、接種順位にかかわらず、高齢

者以外の接種対象者を対象に接種を行うこととして差し支えないこととしているが、

総人口が概ね１千人程度未満の離島や市町村についても同様の取扱いとすることとさ

れている。 

本市は、離島等に沖島が該当することから、この方針により、４月１２日の週からワ
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クチンが段階的に配分される状況を鑑み、市における接種順位の最上位として、接種に

向けた準備を行う。 

７.新型コロナワクチンの概要 

国において、開発に成功した際に供給を受けることについて契約締結又は基本合意に至

っている３社の新型コロナワクチンについての情報は別表のとおり。 

 なお、令和３年２月１４日付で、ファイザー株式会社のワクチン（コロナウイルス修飾ウ

リジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ-ＣｏＶ－２））が医薬品医療機器等法の特例承認を受けて、

供給が始まっている。 

別表３ 新型コロナワクチンの各社情報 

 ファイザー社 アストラゼネカ社 武田／モデルナ 

規模 １．２億回分 

（６千万人×２回接

種） 

１．２億回分 

（２回接種が想定されて

おり、その場合６千万人

分に相当） 

５千万回分 

（２千５百万人×２回

接種） 

接種回数 ２回（２１日間隔） ２回（２８日間隔） ２回（２８日間隔） 

保管温度 －９０℃～－６０℃ ２～８℃ －２０℃±５℃ 

１バイアルの単位 一般的な針シリンジを

用いると 

５回分／バイアル 

１０回分／バイアル １０回分／バイアル 

最小流通単位 １９５バイアル 

（一般的なシリンジを

用いると９７５回接種

分。特殊な針・シリンジ

を用いると１，１７０

回分） 

１０バイアル 

（１００回接種分） 

２バイアル 

（２０回接種分） 

 

１０バイアル 

（１００回接種分） 

バイアル開封後の

保存条件 

（温度・保存可能

な期間） 

（室温で解凍後、接種前

に生理食塩水で希釈） 

希釈後、室温で６時間 

（一度針をさしたもの以

降）室温で６時間 

２℃～８℃で４８時間 

希釈不要 

（一度針をさしたもの

以降）２～２５℃で６時

間（解凍後の再凍結は不

可） 

希釈不要 

備 考 ・医療機関では、ドライ

アイス又は超低温冷凍

庫で保管 

※医療機関でのドライ

アイス保管は１０日程

度が限度→１０日で９

 ・医療機関では、冷凍庫

で保管 

（－２０℃±５℃） 
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７５回の接種が必要 

※最大５日間追加での

冷蔵保管可（２℃～

８℃） 

－２５℃～―１５℃に

移し、－２５℃～―１

５℃で最長１４日間保

存することができる。 

なお、１回に限り、再度

－９０℃～－６０℃に

戻し保存することがで

きる。いずれの場合も有

効期間内に使用するこ

と。 

※厚生労働省自治体説明会資料①、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関

する手引き２．１版より引用 

 

８．事前準備 

 本市においては、国が示す接種順位及び開始時期により、高齢者の接種の実施を令和３年

４月１２日以降から開始できるように必要な作業内容と手順、作業に必要な人材・物資等を

把握し事前準備を行うものとする。 

（１）本市における新型コロナワクチン接種実施期間 

  ５のとおり、厚生労働大臣の指示で、新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種

を行う期間については令和３年２月１７日から令和４年２月２８日までとされている。 

また、医療従事者等の新型コロナワクチンの先行接種が２月１７日から実施され、次い

で医療従事者等の優先接種となる。 

高齢者の接種は令和３年４月１２日以降と開始となる予定であるが、具体的には、今後、

国が示す実施期間において実施することとする。 

  当面、本市においては、接種を開始した後、約９か月間を実施期間とする。 

例えば、令和３年４月１２日以降の開始とした場合、令和４年１２月３１日までの約９

か月が実施期間となる。 

ただし、現時点では、未だ開始時期が決定されていないため、終了時期についても未定

であり、今後の新型コロナウイルスワクチンの供給状況によっては開始後１０か月とす

る期間についても不確定となり、延長の可能性がある。 

国の動向やワクチンの配分について情報を把握し、何時でも接種が開始できるように

事前準備を進め、開始時期が決定された段階で速やかに実施できる体制をとる。 
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（２）本市における接種対象者 

   本市における総人口は、約８２，０００人で、６５歳以上の高齢者は約２３，７００

人である。その内訳は、６５歳以上７５歳未満が約１１，９００人、７５歳以上は約１

１，８００人となる。 

これらの高齢者の総数で、接種率を７０％と仮定すると、約１６，５９０人が実際の

接種者数と推定される。 

現時点では、国が示す基準では１６歳未満の者（約１２，３００人）については、接

種を行わないこととしており、妊婦（約７００人）についても努力接種義務から除外さ

れる。また、医療従事者は約２，４７０人と見込まれ、優先接種の対象であることから、

本市における接種対象者数の総数は約４２，８００人と見込まれる。 

このうち、基礎疾患を有する者（約６，７２４人）、高齢者施設等に従事する者（約

１，２３０人）は、高齢者の接種に続く順位で、それ以外の者への接種となる。 

（３）本市における接種体制の規模 

  早期に接種を進めることのできる体制を整備する観点から、本市における被接種者数

を想定して、接種の体制整備を行う。 

  ６５歳以上の高齢者数の１回目、２回目の接種をそれぞれ３か月以内で実施できるこ

とを念頭に週あたりに提供する接種回数を算出し、体制整備の目標とする。 

  なお、国から示されている具体例については、「人口１０万人、高齢化率２７％の自治

体の場合、人口１０万人×高齢化率０．２７（６５歳以上の人口２．７万人）÷９週間×

２回接種＝週あたりの接種回数６千回」の接種ができる体制が必要とされており、下記の

図１のような接種を実施できる体制を求めている。 

図２ 

高齢者に相当する人数の 1回目、２回目の接種をそれぞれ２か月以内に実施できる体制 

●人口 X 万人 ×高齢化率 ÷ ９週間 × ２ ＝ 週あたりの接種回数 

（６５歳以上の人口）       （２回接種） 

 

 

 週あたり 

接種回数 

 

 

          

 

 

        次順位の対象者への

接種を継続 

１w  ２w   ３w   ４w  ５w  ６w   ７w   ８w  ９w(２か月) 

６５歳以上の高齢者に相当する人数に、２か月で１回の接種を実施することを想定 

※新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について自治体説明会②資料より 

  本市では、（２）で高齢者の接種率を７０％と仮定した場合、約１６，５９０人が実際

の接種対象者数と推定し、週あたり２，７６５回の接種ができる体制が必要で、図２によ

２回目 

1 回目 
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り１週間での接種を平日の５日とした場合、１日５５３回の接種が必要と想定する。 

図３ 

高齢者に相当する人数の 1回目を９週間、２回目の接種を１２週間で実施できる体制 

●人口 X 万人 ×高齢化率 ÷ １２週間 × ２ ＝ 週あたりの接種回数 

（６５歳以上の人口）       （２回接種） 

 

 

 週あたり 

接種回数 

 

 

          

 

 

        次順位の対象者への

接種を継続 

１w  ２w   ３w   ４w  ５w  ６w   ７w   ８w  ９w  10w  11w 12 w 

６５歳以上の高齢者に相当する人数に、３か月で２回の接種を実施することを想定 

※新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について自治体説明会②資料引用して作成 

 

（４）本市における接種実施会場・医療従事者等の確保 

ア 接種実施会場の確保 

新型コロナワクチン接種に当たっては、多くの接種実施医療機関（接種会場）、医療

従事者等が必要と見込まれるが、本市においては、近江八幡市蒲生郡医師会、近江八幡

市立総合医療センターを含め、医療機関等の協議により市内の医療機関等の平時の診

療に影響を及ぼさない体制を考えた場合、その他の市町村で実施が予定されているよ

うな個々の医療機関での個別接種は、人口規模と３密を回避しつつ効率的な接種を実

施する観点や当面供給されるファイザー社の新型コロナワクチンの保管方法について

適切な温度の管理が求められることや同ワクチンの最小流通単位等を鑑みて困難であ

り、現時点では、集団接種会場を２か所、その他、個別接種会場として協力の申し出が

あった医療機関（ヴォーリズ記念病院）の個別接種会場１か所の計３か所において接種

を実施することとする。なお、今後の動向によっては、個別医療機関における接種につ

いても実施することも検討する。 

国が示すところでは、１２週間以内で高齢者の接種希望者全員に２回の接種を実施す

ることとされており、市内３か所の会場で効率的に実施していくこととする。 

接種会場の３か所は次のとおり。 

接種会場 住 所 接種会場の種別 

① 近江八幡休日急患診療所 出町３８１番地 （集団接種会場） 

② あづちマリエート 安土町桑実寺７７７番地 （集団接種会場） 

③ ヴォーリズ記念病院 北之庄町４９２番地 （個別接種会場） 

なお、①②の会場については、診療所の開設届出が必要となる。 

２回目 

1 回目 
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医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第１項の規定に基づく診療所の開設の許可

の申請又は第８条の規定に基づく診療所開設の届出について、本市を管轄する東近江保

健所に行う。 

 

 イ 医療従事者等の確保 

   新型コロナワクチン接種事務において市と医療従事者等の連携を図るため、市対策

室、近江八幡市蒲生郡医師会、八幡蒲生薬剤師会、近江八幡市立総合医療センター、ヴ

ォーリズ記念病院で「近江八幡市新型コロナウイルスワクチン接種連絡会」を立ち上げ、

接種の実施等について、原則、２週間毎の水曜日に開催し、情報交換を含めた協議を行

うこととする。 

近江八幡市立総合医療センターからの医師・看護師の派遣と近江八幡市蒲生郡医師

会に市内における開業医等の通常の診療時間を除く時間帯での接種事務への派遣を依

頼する。 

看護師については、本市から各医療機関を通じて、接種業務への出動を文書等を通じ

て依頼する等、積極的に医療関係従事者の人材確保に努める。 

   接種会場では、予診・接種に関わる者として、予診を担当する医師１名、接種を担当

する看護師１名、薬液充填や医師の補助をする看護師１名の計３名を最低限の人数と

設定の上で１チームを構成することとして、接種業務にあたることとする。 

   その他、接種後の状態観察を担当する者を医師又は看護師の１名とする。 

   なお、接種会場等においては、不測の事態が起こった場合に速やかに応援体制がとれ

るように十分な人数を確保しておく。 

 ウ 事務従事者等の確保 

   イの医療従事者等の他、接種会場における事務従事者の配置が必要となる。 

具体的には、接種当日における接種会場及び接種会場付近の駐車場係、会場の誘導・

案内、入り口付近で来場者をサーモカメラにより発熱者の有無の確認作業、受付と予診

票を持参しているかの確認、当日予約者の照合及び記録、検温、予診票の記載確認、接

種後の接種済証の発行（接種済シール貼付、接種日、接種場所、医療機関コードの記載）

等については、医療従事者等以外の事務職員等で対応することから、それぞれ各担当部

署への要員の確保を行う。 

   これらの事務従事に係る担当者は、市が委託する人材派遣業者からの派遣職員や市

の職員で対応する。 

   なお、市の職員については、市対策室及び所管する部局の職員だけでは対応できない

ことから、人事担当部局との協議・調整を行い、庁内各部局からの応援を要請し全庁的

な出動体制をとることとする。 

 （５）必要物資の確保・保管 

   接種会場での救急対応については、被接種者にアナフィラキシーショックやけいれ
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ん等の重篤な副反応がみられた際には、医師の判断のもと応急手当を行うほか、症状の

程度によっては救急車を即時要請するなど予め接種後の緊急事態発生時の対応を打ち

合わせ、取り決めておく。 

   その他、応急治療ができるための救急処置用品として、血圧計、静脈路確保用品、輸

液、エピネフリン、抗ヒスタミン剤、抗けいれん剤・副腎皮質ステロイド剤等の薬液、

咽頭鏡、気管チューブや蘇生バッグ等が必要であることから、予め近江八幡市蒲生郡医

師会、近江八幡市総合医療センター等との協議の上で、物品や薬剤の準備をする。 

   また、アルコール綿、医療廃棄物ボックス等についても必要な数量を把握の上、市で

調達し確保する。 

   新型コロナワクチンを接種するための注射針・シリンジ（注射筒）は、国が確保・供

給することとしており、ワクチンを希釈等するための注射針・シリンジ（注射筒）は当

初、市が用意することとしていたが、医療従事者分と同様に国が供給することとなった。 

   下記表の物品は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き

（２．１版）で示された代表的な準備品に本市として必要とする物品の概略を記載して

おり、それぞれ、接種会場にあわせて必要に応じて適宜、物品を加える等、準備をする。 

別表４ 

【準備品】 【医師・看護師・薬剤師用物品】 

消毒用アルコール綿 

トレイ 

体温計（非接触型） 

医療廃棄物容器、針捨て容器 

手指消毒剤 

救急用品 

接種会場の救急体制を踏まえ、必要な物

品の準備 

血圧計、パルスオキシメーター、静脈路

確保用品、輸液セット、生理食塩水、アド

レナリン製剤、抗ヒスタミン剤、抗けい

れん剤、副腎皮質ステロイド剤等の薬液、

薬剤溶解用注射器（緊急薬品）、薬剤溶解

用注射針（緊急用品）、喉頭鏡（ハンドル・

ブレード）挿管チューブ、エアウェイ（経

鼻・経口）、バイドブロック、スタイレッ

ト、開口器、カフ用シリンジ、潤滑ゼリ

ー、固定用テープ、人口鼻、蘇生バッグ、

ジャクソンリース、酸素ボンベ、酸素流

マスク 

使い捨て手袋、使い捨て舌圧子 

聴診器、ペンライト 

名札、医師名の表示 

文房具類等事務用品 

ボールペン（赤・黒）、マジック（黒・赤）、

鉛筆、赤鉛筆、鉛筆削り、メモ用紙、老眼

鏡、ルーペ 

日付印 

スタンプ、スタンプ台 

はさみ、セロテープ 

バインダー 

【接種会場設営物品】 

当日接種予約者一覧 

サーモカメラ、テレビ、ビデオ、延長コー

ド、泥除けマット、軍手 

机、椅子、スクリーン、パーテーション、

ロープ 

ガイドポール・サインポール 
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量計、エマジンバック大、フェイスシー

ルド、ガウン、メモ用紙 

冷蔵庫又は保冷バックと保冷剤 

超低温冷凍庫（ディープフリーザー） 

耐冷手袋、保護メガネ 

  別表４－１ アナフィラキシー発生時の補助治療として使用可能なアドレナリン製剤 

販売名 製造販売業者名 

アドレナリン注 0.1%シリンジ「テルモ」

（1ml） 

テルモ株式会社 

エピペン®注射液 0.15mg（注）／エピペ

ン®注射液 0.3mg 

マイランＥＰＤ合同会社 

ボスミン®注 1ｍｇ 第一三共株式会社 

  注）エピペン®注射液製剤については、通常、アドレナリンとして 0.01 ㎎/㎏が推奨用

量であり、エピペン®注射液 0.15 ㎎は対象者の体重が 15~30 ㎏、0.3 ㎎は体重 30 ㎏

以上の場合に使用すること。 

（６）予約受付体制の確保 

   接種会場における予防接種については、原則、会場の運営主体である市が予約を受け

付けることとなる。医療機関での個別接種については、医療機関側で予約を受け付けて

対応する。 

予約受付等については、外部委託等が可能であることから、本市が参加するおうみ自

治体クラウド協議会で接種券の印刷、ＷＥＢ予約管理システム、コールセンター等の委

託業務を共同調達としている。 

令和３年４月１２日以降、高齢者の接種が始まるが、本市においては、令和３年３月

３１日までに高齢者を対象者とした接種券を一斉に発送する。 

なお、それぞれの接種券には、予め予約に必要となるＩＤとパスワードが記載される。 

予診票については、令和３年２月１４日の薬事承認後、正式に国から統一様式が示さ

れたことから、速やかに印刷作業を行い、接種券の発送時に予診票１回目・２回目の計

２回分を同封するものとする。また、予診票にかかる説明書についても同封する。 

令和３年３月８日以降、近江八幡市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンタ

ーの設置、予約ＷＥＢ管理システムの稼働により、予約受付体制を整える。 

接種の予約の概要は、接種券に記載されたＵＲＬから予約ＷＥＢサイトに入り、そこ

でＩＤとパスワードを入力するとマイページの画面に移行する。 

マイページの画面から接種会場、接種時間帯、電話番号（任意）等を入力し、予約を

完了する。 

本市は、ＷＥＢ予約管理システムから接種会場の予約状況を把握することとし、接種

当日は、予約状況をシステムから出力し、受付時に来場者と照合する。 

 

９．接種実施施設に求められる体制の構築 
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（１）接種施設の区分別 

現時点において、供給されるワクチンは、－９０℃～－６０℃の冷凍保管が必要な特

性を持ち、一度に多量の冷凍ワクチンが配送される。 

このため、接種実施施設（会場）には、その特性に応じ、大きく基本型接種施設、連

携型接種施設、サテライト型接種施設の３つに分かれるが、それぞれ次のような体制を

とることが求められる。 

なお、「〇〇施設」の表記は、国が手引き等で示すものであるが、この要領では必要

に応じて、適宜「〇〇会場」と読み替えるものとする。 

（ア）基本型接種施設 

   一度に大量に配送される新型コロナワクチンを有効に活用できるよう、同一グルー 

プのサテライト型接種施設と合わせて１０日間で計１，０００回以上の接種を行う体

制を確保できること。 

   専用の超低温冷凍庫（ディープフリーザー）が設置されているか、もしくはドライア

イスの詰替等で超低温維持をすることとされている。 

   また、市町村・都道府県が管理を委託した場所（市町村や医療機関以外の場所を含む）

に超低温冷凍庫（ディープフリーザー）設置し、メーカーからのワクチンの配送を受け

ることができる。ただし、市町村は、ワクチンの配送を受ける場所に責任医師を決めた

上で基本型接種施設として登録する。 

   本市においては、８－（４）－アの集団接種会場①②③には、専用の超低温冷凍庫（デ

ィープフリーザー）が設置されることから、基本型接種施設の位置づけとなる。 

   なお、ドライアイスでの保管については、本市では、超低温冷凍庫（ディープフリー

ザー）により保管をするため、ここで考慮する必要はない。 

（イ）連携型接種施設 

  １００人以上の医療従事者等に接種を実施することが予定され、基本型接種施設から

のワクチンの配分を希望する医療機関等（以下「連携型施設」という。）であるが、県が

主体となって実施する。ワクチンを基本型接種施設から冷蔵で移送し、有効期間内に自施

設の従事者に接種する。 

  本市においては、近江八幡市立総合医療センターが基本型接種施設となり、ヴォーリズ

記念病院、滋賀八幡病院が連携型接種施設となる。 

（ウ）サテライト型接種施設 

  住民の接種に当たり、基本型接種施設１か所につき、当初３か所程度（基本型施設と併

せて人口５，０００人に１か所程度でおおよその目安）とされていた。 

このほど、基準が見直され、専任の担当者を配置して管理を厳格に行う場合には、地域

の実情に応じて定めることができることとなった。 

基本型接種施設から冷凍もしくは冷蔵で移送し、ワクチンを有効期間内で接種する。 

  高齢者施設入所者や、離島・僻地での接種に必要な場合、上記の上限数を超えて、設置
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できる。 

  サテライト型接種施設は、Ｖ－ＳＹＳにサテライト型接種施設である旨を登録すると

ともに、ワクチンの配分を行う基本型接種施設を登録することとなる。 

サテライト型接種施設は、Ｖ－ＳＹＳで登録を行っていない基本型接種施設からワク

チンの配分を受けてはならない。また、基本型接種施設は登録が行われていないサテライ

ト型接種施設にワクチンを配分してはならない。 

  ワクチンの配分を行った基本型接種施設は、配分先のサテライト型接種施設名、ワクチ

ンを渡した日、本数、ロット番号等を記載した台帳を整備する。 

（１）～（３）のいずれの施設も、新型コロナワクチンを保管できる冷凍・冷蔵施設を有

することや時間ごとの予約枠の設定、会場における被接種者の動線の検討、定期的な換気

等により、新型コロナウイルス感染症予防（いわゆる３密対策等）を講じる。 

  また、国が構築するＶ－ＳＹＳを用い、接種に係る医療機関等の情報の入力や新型コロ

ナワクチンの到着日の確認、定期的な接種状況や新型コロナワクチン等の在庫情報等の

報告を行う。 

（２）高齢者施設に係る接種体制 

   高齢者施設については、厚生労働省から令和３年１月２８日付健健発０１２８第１

号「高齢者施設への新型コロナウイルスワクチン感染症に係る予防接種を行う体制の

構築」で通知があったとおり、市町村が実施主体となり、施設の特性を踏まえた上

で、高齢者施設の入所者に対しての接種体制の構築を行うこととされている。 

なお、新型コロナワクチンの接種場所は、市町村が設ける会場、医療機関（介護老

人保健施設等の医療提供施設では当該施設での接種や、特別養護老人ホーム等では施

設での巡回接種も可能）のいずれでも実施は可能とされている。 

  ア 本市における高齢者施設について 

本市においては、県の情報提供や市介護保険担当課と協力・連携し、市内の介

護福祉施設、介護老人保健施設等の高齢者施設を把握し、当該施設に対して、本

市の接種体制を説明する。  

その後、施設から市へ接種予定者数等の報告を受けて、ワクチンの必要量の目

安や接種医師の調整、場合によっては巡回接種の検討等を行う。 

本市における高齢者施設の対象は、下記の施設が該当する。 

・介護老人福祉施設 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者 

・介護老人保健施設 

・認知症対応型共同生活介護 

・軽費老人ホーム 

・共同生活援助事業所 

本市においては、６－２－別表２内◎で記した施設が対象となる。 
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  イ 高齢者施設の接種予定者の把握と接種場所等の調整 

     高齢者施設は、接種体制の説明後、施設から本市へ報告するように依頼する。 

これにより、本市の当該施設での概算の接種予定者数を把握する。 

また、医療の提供を行う介護保険施設については施設の嘱託医等の所属医療機

関が、接種実施医療機関等に該当しない場合の接種について近江八幡市蒲生郡医

師会等の調整等を行い、本市が設置する集団接種施設での接種や巡回接種を考え

る。 

（３）やむを得ない理由がある場合の住民票所在地以外での接種体制 

  新型コロナワクチンの接種対象者については、６－（１）のとおり、原則住民票所

在地の市町村において接種を行うこととしているが、やむを得ない事情で住民票所在

地以外に長期間滞在している者や接種順位の上位となる医療従事者等が住民票所在地

以外で勤務する場合について、住民票所在地以外において接種を受ける機会を確保す

る観点から、実施体制を整備することとされており、この場合の住所地外接種を受け

る者は、原則接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行うこととす

る。ただし、市町村への申請が困難である者も一定数いることから、当該者について

は、接種を受ける際に医師に申告を行う事等により、届出が不要とすることができ

る。 

  本市は、このことを十分に留意し、次の対象者についても対応できる接種体制をと

る。 

ア やむを得ない事情があり、本市の住民票所在地以外において接種を受ける者（以

下「市住所地外接種者）という。」は以下のとおり。 

・単身赴任者 

・遠隔地へ下宿している学生 

・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる

行為の被害者 

・入院・入所者 

・基礎疾患を持つ者が主治医以外の下で接種する場合 

・災害による被害にあった者 

・拘留又は留置されている者、受刑者 

・その他市長がやむを得ない事情があると認める者 

  イ アに掲げる者のなかで市への届出が不要な者 

  ・入院・入所者 

・基礎疾患を持つ者が主治医以外の下で接種する場合 

・災害による被害にあった者 

・拘留又は留置されている者、受刑者 

  ・市住所地外接種者であって、市に対して申請を行うことが困難である者 
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  なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態である者に限る。 

 

１０．接種の流れ 

（１）接種当日における具体的な流れ 

接種実施日までに、接種会場の確認、運営方法、必要物資の配置等を十分に確認する。 

各接種会場の予約状況を予約管理システムで確認し、必要な新型コロナワクチンの

数量を把握し、注射針、シリンジ等、接種やワクチン希釈に必要な数量を用意する。 

接種当日の各担当者については、それぞれの役割を理解の上、準備を行う。 

集団接種会場では、会場運営全体の管理責任者（市職員）と医学的な判断を行える責

任医師をそれぞれ１名予め決定しておく。 

接種当日は、多くの接種希望者が来場することから、次のとおり係を配置する。 

ア 駐車場及び会場への誘導案内（事務従事者） 

  駐車場及び会場の入り口付近に誘導員を配置し、接種当日の来場者にかかる事故

防止を図ることや当初は高齢者が対象となることから、会場への懇切丁寧な誘導を

行う。 

イ 来場者の発熱の有無の確認（事務従事者） 

入口付近に設置するサーモカメラにより予め来場者の発熱者の有無を確認する。 

３７．５℃以上の発熱がある者を確認した場合には、別に用意する待機場所にいった

ん誘導し、再度体温計による測定を実施し、発熱していることが再確認できた際には、

接種会場への入場を控えてもらうこととする。 

ウ 受付（事務従事者） 

    運転免許証・接種券および保険証等による身分証明書での本人確認、予約者である

ことの確認及び予診票を持参しているか確認を行う。 

エ 検温及び予診票確認（事務従事者） 

    非接触型体温計による接種前の体温測定を実施する。その後、記載項目の抜け漏

れ・不備のチェック、（２回目の接種の場合）接種間隔や 1 回目接種ワクチン種別の

確認 

オ 予診（医師） 

体調や持病を確認する等必要な診察を接種前に行い、予防接種を受けるのが適当

でない者又は予防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当するか否かの判

断をする。医師は、接種者が名前を確認できるようにすること。 

カ 接種（医師又は看護師） 

    予診を終了した者について、ワクチンを通常、三角筋に筋肉内接種をする。 

キ ワクチンの希釈、シリンジへの薬液充填作業（看護師又は薬剤師） 

   バイアル内のワクチンを生理食塩水で希釈し※、シリンジへ充填する。 

       ※ファイザー株式会社製のワクチンは１．８ミリリットルの生理食塩水で希釈を
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必要とする。なお、その他のワクチンは希釈の必要はない。 

ク 接種済証（接種済シールの貼付）の交付（事務従事者） 

接種したワクチンのワクチンシールを接種済証に貼り、接種日・接種場所を記載する。 

ケ 接種後の状態観察（看護師又は薬剤師） 

アナフィラキシーショックや血管迷走神経反射等の症状が生じることがあるため、

接種後、一定期間（１５分～３０分）待機場所で経過観察を行う。 

コ ワクチン接種に係る相談対応（看護師、薬剤師又は保健師） 

予診時において、接種希望者が医師に相談等があると、接種の流れが止まり、混雑

が想定されることから、予め相談がある者については、別に設置する相談場所で対応

する。 

（２）冷凍ワクチンの移送 

  超低温冷凍庫（ディープフリーザー）等において保存されているワクチンを連携型接種

施設及びサテライト型接種施設へ移送する場合は、以下の要件に留意し、慎重に移送する。 

ア 冷蔵移送する場合の留意点 

① 保冷バックの使用方法は、保冷バックの蓋の内側に記載してある方法を遵守する。 

② ワクチンは、超低温冷凍庫（ディープフリーザー）から取り出したら速やかに保冷

バックに格納する。この作業の際には耐冷手袋を使用し凍傷に十分に気を付ける。 

なお、移送に使用する保冷バック等（保冷バック、保冷剤、蓄熱材、バイアルホル

ダー等）は、国が一括購入し、超低温冷凍庫（ディープフリーザー）の配置場所に１

か所あたり４セットを配送される。 

なお、国から供給される保冷バックは、容量１０Ｌ程度、外気温３５℃で１２時間

以上８℃以下を維持できる性能を有している 

③ ワクチンの移送に要する時間は原則３時間以内とされており、移送時間を遵守する。

（離島等の特別な事情がある場合においても１２時間を超えることはできない。） 

④ ワクチンの性質上、振動を避け安定した状態で運搬する必要があるため、運搬にあ

たっては、保冷バックを揺らさないように慎重に取り扱わなければならない。 

  また移送に自転車やバイクの利用は避けることとする。 

⑤ 移送中に保冷バックの開閉を行う場合には、１回の開閉作業を２分以内に完了し、

次の開閉までは３０分以上の間隔を開け、１回の移送で途中の開閉は６回までとす

る。また、途中で開閉を行う場合は、特殊な事情がある場合でも、６時間を超えて

移送することはできない。 

⑥ バイアルは、必ずバイアルホルダーで固定する。移送中にバイアルホルダーから飛

び出さず直列して固定されている必要がある。 

⑦ 一度保冷ボックスから取り出したバイアルは、原則、保冷ボックスに戻さない。 

ただし、保冷ボックス内で明確に区別できる場合は、溶解時刻がわかるようにした

上で戻しても差し支えない。ただし、溶解後の保管可能時間は６時間を超えてはなら
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ない。 

イ －６０℃～－１０℃で移送する場合の留意点 

① ファイザー社のワクチンについては、－６０℃～－１０℃の温度帯で移送することも

可能である。この場合、ワクチンの解凍後の再凍結は厳禁である。 

② ディープフリーザーから取り出したら、速やかに移送用の冷凍庫に移すこと。いった

ん解凍したワクチンは、冷凍（－６０℃～－１０）で運送してはならない。 

③ 移送時間は３時間を超えてもよいが、離島など特殊な事情がある場合を除き当日中に

移送すること。 

④ －６０℃～－１５℃の移送後の保管については、２℃～８℃の環境で保管する場合は

５日間保管することができる。また、－６０℃～－１５℃の環境で保管する場合は１

４日間保管することができ、１回に限り再度－９０℃～－６０℃の環境に戻して、製

剤の有効期限まで保管することができる。 

⑤ －１５℃～－１０℃での移送後の保管については２℃～８℃の環境又は－１５℃～

－１０℃の環境で５日間保管することができるが、再凍結を防ぐために－１０℃～

２℃での保管をすることはできない。 

ウ －９０℃～－６０℃で移送する場合の留意点 

① サテライト型接種施設にディープフリーザーが設置されている場合に限り、基本型接

種施設で必要数量をディープフリーザーに格納した後、配送に使われた保冷ボックス

等を用いて－９０℃～－６０℃で移送することができる。基本型接種施設での保冷ボ

ックスでの取り扱いに当たっては、配送箱の開閉は 1 日２回までで、３分以内に作業

を完了すること。保冷ボックスを使用して移送を行った場合、サテライト型接種施設

で残りの全てのワクチンをディープフリーザーに格納した後に保冷ボックスを速や

かに基本型接種施設に返送する。 

② 配送に使われた保冷ボックスを用いる場合、基本型接種施設においては、取り出した

ワクチンをディープフリーザーの温度に耐えられるような素材のトレー等の容器で

保管することが考えられる。また、基本型接種施設からの移送に当たっては、バイア

ル箱の中に隙間ができるため、バイアルが転がって破損しないように、できる限りバ

イアルが転がらないようにスペースに緩衝材を詰める等の対応が考えられる。 

③ 追加のドライアイスは発送されないため、ワクチンの発送日（倉庫から基本型接種施

設に向けて発送された日）から４日後までにサテライト型接種施設に配送すること。 

別表５ 移送と保管の取扱い 

移送条件等 移送後の保管等の条件 

保冷バッグを用い２℃～８℃の冷蔵で移送 

・移送時間は３時間以内とすること。 

・移送中に保冷バックの開閉を行う場合に

は、１回の開閉作業を２分以内に完了し、

・冷蔵庫で２℃～８℃で保管すること。 

ディープフリーザーから出した時点から５

日以内に接種を完了させること。 

※冷凍で移送された場合も、冷蔵で移送さ
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次の開閉までは３０分以上の間隔を開

け、１回の移送で途中の開閉は６回まで

とする。また、途中で開閉を行う場合は、

特殊な事情がある場合でも、６時間を超

えて移送することはできない。 

・移送中に揺らさないこと。 

れた場合と保管方法や保管できる期間は同

じ。 

 

 

冷凍庫を用いて－６０℃～－１０℃で移送 

・ワクチンの解凍後の再凍結は厳禁である

こと。 

・ディープフリーザーから取り出した後

は、速やかに移送用の冷凍庫に移すこと。 

一度解凍したワクチンは冷凍で移送して

はならないこと。 

・移送時間は３時間を超えることも可能だ

が、離島など特殊な事情がある場合を除

き当日中とすること。 

・－６０℃～－１５℃の移送後の保管につ

いては、２℃～８℃の環境で保管する場合

は５日間保管することができる。また、－

６０℃～－１５℃の環境で保管する場合は

１４日間保管することができ、１回に限り

再度－９０℃～－６０℃の環境に戻して、

製剤の有効期限まで保管することができ

る。 

・－１５℃～－１０℃での移送後の保管に

ついては２℃～８℃の環境又は－１５℃～

－１０℃の環境で５日間保管することがで

きるが、再凍結を防ぐために－１０℃～

２℃での保管をすることはできない。 

 

基本型接種施設で必要数量をディープフリ

ーザーに格納した後、配送に使われた保冷

ボックス等を用いて－９０℃～－６０℃で

移送 

・基本型接種施設では３分以内に作業を完

了すること。 

また、配送箱の開閉は１日２回までとす

ること。 

・サテライト型接種施設で残りの全てのワ

クチンをディープフリーザーで格納した

後、保冷ボックスを基本型接種施設に移

送すること。 

・ディープフリーザーで－９０℃～－６

０℃で保管すること。 

・ワクチンの有効期限まで保管可能である

（ワクチンの製造年月日によるが、最大

数ヶ月の保管が可能である）こと。 

 

１１．接種を実施する段階における注意 

（１）接種不適当者及び予防接種要注意者 

   予診の結果、３７．５℃以上の明らかな発熱が認められる等の異常が認められ、予防
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接種を受けることが適当でない者又はそれに該当する疑いのある者と判断される者に

対しては、当日は接種を行わず、必要があるときは、精密検査を受けるように指示する。 

なお、当日は、予め入口にサーモカメラを設置しておき、３７．５℃以上の発熱があ

ると認められる者については、１０．接種の流れ（２）のとおり、別の待機場所に案内

し、再度体温計で計測し、３７．５℃以上認められる場合には入室を認めない。 

また、予防接種の判断を行うに際して注意を要する者については、被接種者の健康状

態及び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づく同意を

確実に得る。 

（２）対象者の本人確認 

接種実施会場では、窓口に来た対象者の接種券及び予診票を確認し、記載された氏名

等と本人確認書類（運転免許証、接種券及び被保険者証等）の内容を確認する等の方法

により、接種対象者であることを慎重に確認する。 

また、対象者の住所が本市と異なる場合には、原則として、住民票所在地の市町村か

ら新たに接種券の発行を受ける必要があること及び住民票所在地の接種実施医療機関

等で接種を受ける必要があることを対象者に説明する。ただし、住民票所在地の接種実

施医療機関等で接種を受けることができないやむを得ない事情があると市長が認めた

場合には、接種を行う。 

なお、接種回数の決定は、海外等で受けた予防接種については、医師の判断と被接種

者又はその保護者（親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ）の同意に基づき、既に

接種した回数分の臨時接種を受けたものとしてみなす。 

（３）副反応等に関する説明及び同意 

  予診の際は、予防接種の有効性・安全性・予防接種後の通常起こりえる副反応やまれに

生じる重い副反応、予防接種健康被害救済制度について、新型コロナウイルスの接種対象

者又はその保護者がその内容を理解しうるように適切な説明を行い、予防接種の実施に

関して文書により同意を得た場合に限り接種を行うものとする。 

  なお、児童福祉施設等において、接種の機会ごとに保護者の文書による同意を得ること

が困難であることが想定される場合には、当該施設等において、保護者の包括的な同意文

書を事前に取得しておくことも差し支えなく、また、被接種者が既婚者である場合は、被

接種者本人の同意にて足りるものとする。 

  さらに、児童福祉施設等において、被接種者の保護者の住所又は居所を確認できないた

め保護者の同意の有無を確認することができない場合の取扱いについては、新型コロナ

ウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き２．１版内の「接種を実施する段階

おける注意」に示された各通知等を参照の上対応する。 

（４）接種歴の確認 

  複数回接種が必要な新型コロナウイルスワクチンを接種する場合、医師は、予防接種済

証を確認することとする。 
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また、乳幼児・小児に対して接種を行う場合には、保護者に対し、接種前に母子健康手

帳の提示を求めること。 

（５）接種液の確認 

  接種液の使用に当たっては、標示された接種液の種類、有効期限内であること及び異常

な混濁、着色、異物の混入その他の異常がないことを確認する。 

  接種液に異常が見られた場合については、使用を中止し、ワクチンメーカーに連絡の上、

当該バイアルを廃棄せずに保管しておく。 

（６）貯蔵方法等 

  接種液の貯蔵は、生物学的製剤基準の定めるところによるほか、所定の温度が保たれて

いることを温度計によって確認できる冷凍庫、冷蔵庫等を使用する方法による。 

  新型コロナワクチンの種類によっては、それぞれ貯蔵において留意すべきことがある

ことから、予めワクチンメーカーから提示された仕様書、貯蔵方法等を事前に熟読の上、

理解しておく。 

（７）接種時の注意 

  予防接種を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守する。 

 ア 予防接種に従事する者は、手指を消毒する。 

 イ 新型コロナワクチンによっては凍結・再凍結しない・させないこととし、溶解は接種

の一定時間前に行い一度溶解したものは直ちに使用すること、溶解の前後にかかわら

ず光が当たらないように注意すること等の留意事項については、それぞれ添付文書を

確認の上、適切に使用する。 

ウ 接種液の使用に当たっては、有効期限内のものを均質して使用する。 

エ バイアル入りの接種液は、栓及びその周囲をアルコール消毒した後、栓を取り外さな

いで吸引する。 

オ 接種液が入っているアンプルを開口するときは、開口する部分を予めアルコール消

毒する。 

カ バイアル製剤は複数回の投与が可能であり、有効利用に努める。ただし、医療安全の

観点から、汚染や不適切な管理があった場合、又はそのおそれがある場合には使用せず、

適切に廃棄することにより、医療事故が生じないように十分留意する。 

キ 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト６０か

ら放出されるガンマ線によって滅菌する。 

ク 注射針及びシリンジ（注射筒）は、被接種者ごとに取り換えなければならない。 

また、被接種者及び保護者に対して、次に掲げる事項を伝える。 

ケ 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けるように注意し又は

注意させること。 

コ 接種後、接種局所の異常反応や体調の変化を訴える場合は、速やかに医師の診察を受

け、または受けさせること。 
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サ 被接種者又は保護者はコの場合において、被接種者が医師の診察を受けた時は、速や

かに本市に連絡すること。 

（８）集団接種会場内での注意 

  ア 会場内に短時間で接種液を搬入できるように貯蔵場所を配置する。 

近江八幡休日急患診療所においては、診療所内の接種場所の後方の処置室に超低温

冷凍庫（ディープフリーザー）と冷蔵庫を設置し、同室内で希釈場所を設ける。 

あづちマリエートにおいては、接種場所のアリーナ後方の放送室に超低温冷凍庫

（ディープフリーザー）と冷蔵庫を設置し、希釈場所はアリーナ側面の控室を使用する。 

先般、超低温冷凍庫（ディープフリーザー）と冷蔵庫を同じコンセントに繋いだこ

とで、電力不足となり、ワクチン約１，０００人分を損失するに至った事案が医療機

関で発生したことから、電源をとる際には十分に留意する。 

イ 接種用具器具、体温計等 

多数必要となるため予め準備しておく。 

ウ 予防接種を行う際には、８－（４）－イのとおり、予診を行う医師１名及び接種を

行う看護師１名、医師の補助又は薬液充填を行う看護師１名の３名の医療従事者と

接種後の証明書発行等の事務従事者１名を配した編成を１チームとして、各員がそ

れぞれ担う役割を明確に定め業務にあたる。 

  また、当日の責任医師と運営管理責任者をそれぞれ１名配置する。 

エ 当日は、マスクの着用、会場入り口へのアルコール消毒液の設置や手洗いなどの手

指衛生の徹底、体調不良者の事前把握など適切に対応する。 

オ 集団接種会場で行った予防接種について、次回以降の接種が必要な場合は、被接種

者本人又はその保護者に対して、次回以降の接種時期及び接種方法について十分に

説明をする。 

カ 接種後に接種局所の異常反応や体調の変化が生じた際の連絡先として、接種医師

の氏名及び接種医療機関の連絡先を接種施設に掲示する等し、被接種者本人等に対

して確実に周知する。 

 

１２．新型コロナワクチン予防接種費用について 

  本予防接種は、予防接種法第２８条の規定による実費の徴収の対象外となっているこ

とから接種に要する費用は被接種者又はその保護者から徴収しない。 


