
※この資料は、作成時点での計画内容です。今後、国の動向、ワクチンの供給状況などにより、内
容を変更することがあります。

（令和3年4月1日）

釜石市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画
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計画の内容
• 住民接種の概要

• 実施計画

• 基本事項

• ワクチン接種にかかわる国のスケジュール

• 【65歳以上】高齢者に対する接種の概要

• 【65歳以上】高齢者に対する接種スケジュール詳細

• 【65歳以上】新型コロナワクチンの接種フロー図

• 集団接種会場でのワクチン接種のイメージ

• コールセンター

• 【65歳以上】各病院（診療所は除く）での入院患者の個別接種

• 【65歳以上】高齢者施設での入所者の個別接種

• 【65歳以上】各医療機関での高齢者（かかりつけ患者）の個別接種

• 【64歳以下】基礎疾患を有する人・その他⼀般の人の接種①

• 【64歳以下】基礎疾患を有する人・その他⼀般の人の接種②

• 【64歳以下】基礎疾患を有する人・その他⼀般の人の接種③

• 集団接種会場への送迎支援

• ワクチンの供給体制（ファイザー社製ワクチン）

• 副反応への対応

• 予防接種を受けることができない人・注意が必要な人（ファイザー社製ワクチン） 2



●接種場所
➡ 高齢者施設、入院先の医療機関
➡ 身近な医療機関（個別接種）、集団接種会場

●予約方法
➡ 個別接種：各医療機関への電話など
➡ 集団接種：コールセンターへの電話

●情報提供
➡ 個別郵送、市ホームページ、市広報、コールセンター、SNS

できるだけ多くの人に、できるだけ早く

住民接種の概要
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実施計画

項目 内容

実施期間 令和3年4月19日～令和4年2月28日

接種対象者 16歳以上の人（接種時）

１ 実施期間・対象者数

項目 人数 実施主体 備考

医療従事者等 1,663人 県 内数

65歳以上の人

（令和4年3月31日時

点の満年齢）

13,210人 市

高齢者施設等従事者 調査中 市 内数

16歳～64歳の人 15,937人 市

基礎疾患を有する人 2,020人 市 内数

16歳未満（参考） 2,922人

市人口（R3年2月末） 32,069人

（対象者内訳）

項目 内容

⑴集団接種会場 イオンタウン釜石3階（催事スペース）

⑵高齢者接種 各医療機関の個別接種と集団接種

⑶基礎疾患を有する人 高齢者接種終了後に開始

⑷高齢者施設等従事者 高齢者施設入所者と同時期に接種可能

⑸⼀般住民 各医療機関の個別接種と集団接種

２ 接種体制・順位

⑹医療機関・医療従事者の確保

①医療従事者の確保

ア 医師の確保

・集団接種に係る医師の確保については、釜石医師会に派遣協

力の要請を行う。

イ 看護師の確保

・集団接種に係る看護師の確保については、釜石医師会に派遣

協力の要請を行う。

・国保連との委託契約

②基本型接種施設

・市内4病院に依頼する。

③サテライト型接種施設

・釜石医師会を通じ市内12診療所に依頼する。
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実施計画

３ 接種時期に実施する対応⑺安全性の確保

①予診票

・国が示す様式に接種予約日記載欄を追加して使用する。

②対象者の本人確認

・各接種施設において、対象者の接種券、予診票を確認する。

・本人確認書類（運転免許証、保険証）と氏名等を確認する。

③接種不適当者、予防接種要注意者

・接種施設での予診の結果、異常が認められ、予防接種を受ける

ことが適当ではない人、またはそれに該当する疑いのあるものと判

断された人に対しては、当日は接種を行わない。

・上記結果となった場合は、予診票の左上に「予診のみ」のシール

を貼り付ける。白紙の予診票を追加で交付する。

・注意を要する人については、慎重に予防接種の適否を判断し、

説明に基づく対象者の同意を確実に得る。

④基礎疾患がある人への接種

・基礎疾患があり、接種することに不安がある人については、事前

にかかりつけ医で接種の可否などについて相談することを住民に周

知する。

⑤接種後の副反応等に関する説明

・副反応については、事前に住民にワクチンに関する説明書を送付

するなど情報提供を行う。

⑴住民への情報提供

・対象者への国が示す事業案内の送付、広報、ホームページ、SNS

による情報提供と、コールセンターでの相談を行う。

⑵コールセンター

・12ページのとおり

⑶集団接種会場への送迎

・19ページのとおり

⑷ワクチンの供給体制

・20ページのとおり

⑸副反応等に対する対応

・21ページのとおり

⑸予防接種を受けることができない人・注意が必要な人

・22ページのとおり
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基本事項

項目 内容

接種対象者 16歳以上の人（接種時）

実施期間 令和3年4月19日～令和4年2月28日

ワクチン
コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン

（SRRS-COV-2）米ファイザー製

努力義務対象外者 妊娠中の人

１ 対象者・実施期間

症状 期間

アナフィラキシー 4時間以内

その他（入院治療を要するもの、

死亡、身体障害）
接種と関連性が高いと医師が認めた期間

報告基準にはないが国から積極的に報告をお願いされている症状

けいれん、ギラン・バレ症候群、急性散在性脳脊髄炎（ADEM）、

血小板減少性紫斑病、血管炎、無菌性髄膜炎、脳炎、脳症、関節炎、

脊髄炎、心筋炎、顔面神経麻痺、血管迷走神経反射

２ 副反応疑い報告

内容 例

当該予防接種に相当する予防接種を受けたことの

ある人で、当該予防接種を行う必要がないと認めら

れる人

海外で2回接種した人

明らかな発熱を呈している人 通常37.5℃以上の発熱

重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人

当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって

アナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな人

３ 接種不適当者

○予防接種を受ける努⼒義務（予防接種法第９条第１項）
「第５条第１項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第6条第1項の規定による
予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第３
項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。」

参照︓臨時の予防接種実施に係る厚⽣労働⼤⾂の指示、予防接種施行令

項目 内容

接種の同意
基礎疾患を有する者など注意を有する人につい

ては、説明に基づく同意を確実に得ること

適否の判断

基礎疾患を有する者等については、⼗分な予診

を行い、接種の延期を含め、特に慎重に予防接

種の適否を判断する必要があること

４ 接種の同意、接種適否の判断

○報告の努⼒義務（予防接種法第12条第１項）
「病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等
を受けたことによるものと疑われる症状として厚⽣労働省令で定めるものを呈していることが知った
ときは、その旨を厚⽣労働省令で定めるとこ 6



ワクチン接種にかかわる国のスケジュール

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

医療従事者等向け

接種（約470万人）

65歳以上の

高齢者向け接種

（約3,600万人）

その他の接種

・国はファイザー製ワクチンを4月5日の週から、各都道府県に配送するとしている。
・早い市町村では4月12日から接種を開始する。

接種開始（2/17～先行接種）

ディープフリーザー配備 接種開始（4/12～）

接種券郵送

（4/23頃まで）

接種券郵送期限は

示されていない

対象者の抽出

基準日（4/1）

接種開始時期は

示されていない

ファイザー社ワクチン

薬事承認（2/14）

ディープフリーザー

配備
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【65歳以上】高齢者に対する接種の概要

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

コールセンター設置

65歳以上の

高齢者向け接種

（約1.3万人）

・ワクチン供給量は、4月は少量、5月以降増加することを前提として、接種計画を検討する。
・釜石の高齢者接種の終了は8月末を見込む。
・病院、高齢者施設から接種を4月から開始し、5月以降、集団接種と各医療機関による個別接種を開始する。

【先行】高齢者施設での個別接種（4月中旬～）

接種券郵送

(4/23まで)

コールセンター設置（4/1相談開始、4/26予約受付開始）

１ スケジュール

接種券

印刷 【先行】病院での個別接種（4月中旬～）

市内医療機関での個別接種（5月中旬～）

集団接種会場での接種（5月中旬～）

約1,600人

約1,800人

約10,900人

接種券

配達

２ 使用ワクチン

・ファイザー社のワクチンを使用

（1回目の接種後、3週間空けてできるだけ早い時期に2回目を接種）

３ 集団接種会場

・イオンタウン釜石（港町2丁目1-1）3階催事スペース

４ 送迎等支援

・市内の遠隔地についてバス送迎を検討
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【65歳以上】高齢者に対する接種スケジュール詳細

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

ワクチンの供給状況

【⼀般の高齢者】

接種券・予診票・案

内の送付

高齢者施設入所者・

入院中の高齢者

上記以外の高齢者

※接種率を考慮した

完了時期

巡回接種（高齢者施設）（4/19～7月上旬）

コールセンター設置（4/1相談開始、4/26予約受付開始）

個別接種（長期入院患者）（4/19～7月上旬）

市内医療機関での個別接種（5/10～8月中旬）

特別会場での集団接種（5/16～8月中旬）

約10,900人

約1,600人

約1,800人

●4/26の週 1箱（975回分）

●4/12の週 1箱（975回分）

5月以降順次供給

●4/15の市広報で接種方法の案内

●4/23までに接種券などが届くよう郵送（対象：高齢者13,400人）

4/26～ 接種予約開始（集団接種・個別接種）

接種券

配達

高齢者以外の人への接種に移行する可能性あり

7月中旬～
約16,000人

接種率が75％程度の場合には、高齢

者約10,000人が接種者となり7月中旬

に完了見込み
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【65歳以上】新型コロナワクチンの接種フロー図

１．市から「接種券」「予診票」などをお届けするほか「接種会場・日程など」を広報で案内します。(4月中)
２．「接種券」が届いたら、接種方法を選択し接種の準備を進めてください。
※接種方法は次のとおりとします。

10

かかりつけ医のない人など 施設に入所している人

病院に入院している人

在宅で医療を

利用されている人
かかりつけ医のある人

大規模な施設での「集団接種」

「かかりつけ医」に相談し予約
「入所中の施設」・「入院中の病院」に相談

「かかりつけ医」に相談

コールセンターに電話で予約

「巡回接種」・「個別接種」

「巡回接種」

遠隔地の人には

移動支援

「5/10の週から開始」 「5/16から開始」毎週日曜日
「４/19の週から先行して開始 「5/10の週から開始」

市内医療機関での「個別接種」



集団接種会場でのワクチン接種のイメージ
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コールセンター

項目 内容

設置日 令和3年4月1日

事業者 株式会社ニチイ学館

設置場所 盛岡市内

電話番号 019-606-8055（4回線、通話料必要）

１ コールセンターの内容

項目 一般相談 集団接種予約

期間 4月1日～ 4月26日～

時間
9時～17時

土日・祝日を除く

9時～17時

土日・祝日を除く

業務内容

接種券、予診票、接種会

場、接種期間、予約に関

することなど

会場・日時の予約

（氏名、⽣年月日、電話

番号、接種回数、接種券

番号）

２ コールセンターの業務内容

項目 国 県 ワクチンメーカー

設置者 厚⽣労働省 岩手県 ファイザー

電話番号 0120-761-770 0120-895-670 0120-146-744

期間 2月15日～ 3月30日～ 開設中

時間
9時～21時

毎日

9時～21時

毎日

9時～20時

日・祝日を除く

内容
ワクチンの安全性、

施策の在り方

副反応など医学的

な知見

ワクチンの個別具

体的な問い合わせ

備考

市コールセンターに

医学的知見の必

要な問い合わせが

あった場合に、電話

番号をお知らせする。

電話番号は広くお

知らせしない

ファイザー社のホーム

ページを事前に確

認し、不明な点が

あれば問い合わせ

３ その他のコールセンター

・市民からの相談・集団接種予約を受け付ける「釜石市新型コロナワクチン接種コールセンター」を設置
・コールセンター開設は４月１日を予定
・コールセンターで受けた集団接種予約は、予約システムに登録
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【65歳以上】各病院（診療所は除く）での入院患者の個別接種

項目 実施主体 作業内容

❶名簿作成

依頼
市 病院へ接種予定入院患者の名簿作成を依頼

❷患者の

接種判断・

名簿作成

病院

①患者の診察時等に患者と相談した上で、主治

医が病院で接種するか、退院後に接種するか決定

②主治医と患者、家族が確認の上、同意書作成

③「接種者名簿」を作成し市に報告

❸計画作

成・接種券

送付

市

①各病院の週当たり接種者数把握し計画作成

②病院から報告のあった入院患者の「接種者名

簿」記載の人の接種券を抜き取り、病院へ送達

❹住所地外

入院患者の

接種券入手

病院
①住所地外入院患者のうち、接種に同意した人

の接種券を住所地の市町村、家族等から入手

１ 具体的な作業

・高齢者向けワクチンの供給は、4月中は少ない状況
・当初は病院での個別接種で使用
・入院中の人が主治医の下で、住民票所在地以外で接種する場合、市町村への申請を省略して接種することができるが、所在地で発行した接
種券は必要である。
■現在想定している基本的な流れ
①病院は、入院患者の容体を主治医が確認の上、入院中に接種するか、退院後に集団接種または個別接種で行うのかを判断する。
②病院は、患者から同意を得た上で、病院で個別接種する人（病院接種者）の「接種者名簿」を作成し、市に報告する。
③市は病院から報告を受けた「接種者名簿」を基に、病院接種者に対し、接種券の送付を行う。（病院へ送達する）
④病院はV-SYSの他、ワクチン接種管理システム（VRS）を活用し、接種記録、人数等を確認する。

項目 実施主体 作業内容

❺接種準備 病院 ①病院は基幹病院へ、ワクチン配分を依頼・入荷

❻接種 病院

①主治医は接種券、予診票を確認し、同意が得

られた人に接種する。

②接種後はV-SYSで実績報告し、VRSで接種記

録を残す。

❼状況管理 市 病院で入力された記録を基に、接種状況を管理

入
院
患
者 市

病
院

❷主治医と相談し接種に同意(～3/31) ❷接種者名簿を報告（～3/31）

❸接種券送達（～4/9）

❹住所地外患者の接種券入手 ❻接種記録を入⼒

❼接種記録を確認

❶接種者名簿作成を依頼

❻接種

❺ワクチン入荷 13



【65歳以上】高齢者施設での入所者の個別接種

項目
3月 4月 5月 6月 7月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬

高齢者施設への入所者、従

事者数調査

高齢者施設と嘱託医による

接種時期の調整・決定

接種券の送付

接種

１ スケジュール

①市が高齢者施設に対し、接種予定者等の調査を行い（3月19日まで）、その調査結果により4月19日の週以降の接種予定施設（ワクチン配送
数）を決定する。
②施設は嘱託医等と調整の上、接種日、接種数を決定（4月5日まで）する。
③接種日等について、施設と接種医師が協議して決定。
④高齢者施設入所者等への接種券の送付については、高齢者施設に対し4月上旬までに送付する。
⑤施設従事者の接種については、市及び施設等の双方の体制が整う場合、一定の要件(※)を満たす高齢者施設において、入所者と同じタイミ
ングで従事者の接種を行う。
※一定の要件︓施設全体における入所者の健康管理を行う医師等が確保されており、従事者が同時に接種を受けた場合でも入所者の接種後の
健康観察が可能であること等。
⑥高齢者施設従事者の接種券付き予診票は、施設の所在地において交付する。

【先行】高齢者施設での個別接種（4月中旬～）

高齢者

接種券

高齢介護福祉

課による調査

接種時期の調整

従事者

接種券

14



【65歳以上】各医療機関での高齢者（かかりつけ患者）の個別接種

項目 実施主体 作業内容

❶接種可能

数等調査
市 病院へ予約方法、週当たりの接種可能数を調査

❷必要ワク

チン数報告
医療機関

各医療機関（サテライト型施設）は、基本型接

種施設へワクチンの必要数を報告する

❸接種券

郵送
市 4月23日までに接種券を郵送

❹ワクチン

配送

基本型接

種施設

①各医療機関の報告に基づきワクチンを発送

②市の委託業者が各医療機関へ配送

❺予約 市民
市民は、各医療機関の予約方法に合せて接種日

時を予約する

１ 具体的な作業

・高齢者向けワクチンの供給は、5月以降本格化する想定で、6月中には高齢者分を配送を終える予定。
・長期入院患者の個別接種は、各病院で4月中旬から実施している。
・高齢者のうち、かかりつけ医のいる人はかかりつけ医でのワクチン接種（個別接種）を基本とする。
・個別接種の予約は4月26日から開始し、接種は5月中旬から開始する。
■現在想定している基本的な流れ
①各医療機関は、予約方法、週当たりの接種可能数を市へ報告する。
②市は、病院から報告を受けた接種可能数を基に、配送計画を立てる。
③各医療機関は、ワクチン配送のため基幹病院へワクチン必要数を報告。
④各医療機関は、配送されたワクチンを使い接種する。
⑤病院はV-SYSの他、ワクチン接種管理システム（VRS）を活用し、接種記録、人数等を確認する。

項目 実施主体 作業内容

❻接種

医療機関

(サテライト

型施設)

①主治医は接種券、予診票を確認し、同意が得

られた人に接種する

②接種後はV-SYSで実績報告し、VRSで接種記

録を残す

❼状況管理 市 病院で入力された記録を基に、接種状況を管理

基
本
型

施
設

市

医
療
機
関❺接種日時を予約

❷予約方法、接種可能数報告（～3/19）

❻接種記録を入⼒

❼接種記録を確認

❸接種券郵送、接種場所広報

❶予約方法、接種可能数調査

❻接種

❹ワクチン配送、入荷

市
民

❷必要ワクチン数を報告
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【64歳以下】基礎疾患を有する人・その他⼀般の人の接種①

項目 ファイザー社 アストラゼネカ社 武田/モデルナ社

接種規模
1.44億回分

（7千2百万人×２回接種）

1.2億回分

（6千1百万人×２回接種）

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 -75℃±15℃ 2～8℃ -20℃～±5℃

1バイアルの接種可能回数 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（975回接種分）
10バイアル（100回接種分）※供給当初

2バイアル（20回接種分）※残り
10バイアル（100回接種分）

保管期間
-75℃±15℃で2カ月

希釈後室温で6時間

一度針をさしたもの（希釈不要）

室温で6時間、2～8℃で48時間

一度針をさしたもの（希釈不要）

2～25℃で6時間（再凍結不可）

薬事承認
申請：2020年12月18日

承認：2021年2月14日

申請：2021年2月5日

承認：2021年

申請：未

承認：未

接種開始時期 2月17日～（医療従事者） 6月～（予測） 未定

１ ワクチンの種類

①接種優先順位は、65歳以上の高齢者の次に「基礎疾患を有する人（高齢者以外）」、以降「一般の人（16歳以上）」とされている。
②高齢者接種以降の接種方法については、今後釜石医師会と協議を行う。
③「基礎疾患を有する人」「16歳以上の一般の人」の接種開始時期には、ファイザー社製のワクチンだけでなく、アストラゼネカ社、武田/
モデルナ社製のワクチンが供給されていることが予想される。
④各医療機関が供給を受け接種するワクチンは、原則1種類のワクチンとすることが示されている。
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【64歳以下】基礎疾患を有する人・その他⼀般の人の接種②

項目 パターン1 パターン2 パターン3

高齢者接種との変更点 高齢者接種の最⼤値 最⼤値から医療機関、集団半減 最⼤値から医療機関、集団3割減

接種可能医療機関（5病院） 500回/週 250回/週 350回/週

接種可能医療機関（12診療所） 1,100回/週 500回/週 700回/週

集団接種 200回/週 300回/週 350回/週

1週間当たりの接種回数 1,600回/週 1,050回/週 1,400回/週

1カ月当たりの市の接種回数 6,400回/月 4,200回/月 5,600回/月

総接種回数 32,000回 31,500回 33,600回

接種に必要な期間 5カ月 7カ月半 6カ月

２ 接種の必要期間

①16歳～64歳までの人口は約16,000人（32,000回）
②一般の人への接種時期は示されていないが、仮に9月以降、一般の人への接種が開始になるとした場合、国が示す接種完了の令和4年2月28
日まで、約6カ月。
③高齢者接種の計画を基に市内の全ての医療機関が接種を行うとした場合、高齢者接種時の7割程度の接種回数であれば令和4年2月28日まで
の期間内に接種が完了すると試算される。
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【64歳以下】基礎疾患を有する人・その他⼀般の人の接種③

①高齢者の次に優先接種となる64歳以下の「基礎疾患を有する人」は、約2,020人と推計（算定方法：総人口の6.3％〈国手引きより〉）
②「基礎疾患を有する人」の範囲は以下のとおり示されている。
③対象者の確認は、⾃己申告による予診票の記載により確認をする。基礎疾患の状態が悪化している場合や全身状態が悪い者などについては、
接種の延期も含め、特に慎重に予防接種の適否を判断する必要がある。
④現時点では、「基礎疾患を有する人」や「一般の人（16歳以上）」に対する接種開始時期が未定。今後、接種体制について、個別接種・集
団接種を含め、医師会等と協議、検討していく。

３ 基礎疾患を有する人

⑴ 令和3年度中に65歳に達しない人であって、以下の病気の状態の人で、通院/入院している人

・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（肝硬変等）

・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

・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）

・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）

⑵ 基準（BMI30以上）を満たす肥満の人
18



集団接種会場への送迎支援

高齢者が円滑にワクチン接種を受けることができるよう、集団接種会場まで交通⼿段のない高齢者に対し、貸
切バスによる送迎支援を行い、移動に係る不安解消を図るよう検討する。

１ 概要
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栗橋地区＋半島部 甲子地区 唐丹・尾崎地区

送迎区域

・中村、橋野、栗林

・室浜、箱崎白浜、桑の

浜

・⼤橋、洞関

・⼤畑団地

・⼤石、荒川、荒金、山

谷、小白浜

・花露辺、本郷

・佐須、尾崎白浜

本数 集団接種のある日の午前1往復・午後1往復

台数
最⼤4台

（各方面2台）

最⼤4台

（各方面2台）

最⼤6台

（各方面2台）

乗降場所 各地区内の旧バス停場所など

実施日 2回目接種の間隔（3週間）に合わせ、3週間ごとに1地区の送迎を実施

中村・橋野・栗林

室浜・箱崎

白浜・桑の浜

大石・荒川・

荒金・山谷・

小白浜

佐須・尾

崎白浜

大橋・洞

泉・上大畑
大

畑

団

地

花露辺・

本郷



ワクチンの供給体制（ファイザー社のワクチンを想定）

①県で配布数調整後のワクチンは、国からディープフリーザー（DF）のある基本型接種施設に配送される。【-75℃冷凍】6カ月保管可能
②基本型接種施設で保管するワクチンは、サテライト型施設からの要望に応じ配送される。
③サテライト型施設へは、業者による週１～２回の配送とする。【解凍】冷蔵で5日間保管可能

基本型接種施設①

県立釜石病院（DF設置施設）

サテライト型施設①グループ

釜石しょうけいクリニック・神林医院

釜石厚生病院

基本型接種施設②

せいてつ記念病院（DF設置施設）

サテライト型施設②グループ

国立病院機構釜石病院・

小泉医院・小笠原内科クリニック

釜石しょうけいクリニック・神林医院

基本型接種施設③

釜石のぞみ病院（DF設置施設）

サテライト型施設③グループ

釜石ファミリークリニック・庄子医院・藤井クリニック・

釜石整形外科クリニック・平野内科医院・

堀耳鼻咽喉科眼科医院・はまと神経内科クリニック・

かまいしベイ眼科クリニック・

釜石厚生病院

基本型接種施設を中心とした「個別接種」

【解凍】ワクチンを

小分けして移送

ワクチン配送元

国・県

特別会場による「集団接種」

【解凍】ワクチンを

小分けして移送
【解凍】ワクチンを

小分けして移送

-75℃の冷凍配送

-75℃の冷凍配送

サテライトグループ変更

初
期
の
ワ
ク
チ
ン
供
給

-75℃

ディープフリーザー

-75℃

ディープフリーザー

-75℃

ディープフリーザー
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副反応への対応

①ワクチン接種により、通常起こりえる副反応や、まれに⽣じる重い副反応について、発⽣のリスクをできるだけ減らすための対応や発⽣し
た場合の早期発見、対処、副反応により健康被害が発⽣した場合の被害救済など、下記のとおり対応していく。
②副反応を疑う症状について被接種者が受診を希望する場合は、まず身近な医療機関（接種医やかかりつけ医）の受診を促し、頻度の高い
軽度の副反応については、接種医やかかりつけ医で対応する。専⾨的な対応が必要と判断した場合、専⾨的な医療機関を紹介する。
③県は、コールセンター等で副反応の相談対応をするとともに、専⾨的な医療機関の協⼒依頼と情報提供を行い、医療体制の確保をはかる。

１ 副反応への対応
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項目

接種前

・国が様式を示した「新型コロナワクチン予防接種説明書」（ワクチンの効果・接種不適当者・接種要注意者・接種後の注意点・副反応・

健康被害等）を、接種券、予診票に同封し、周知をはかる。

・基礎疾患のある方に対して、ワクチン接種をしてよいか、かかりつけ医に相談するよう広報等で周知をする。

・接種の効果や副反応を理解した上で、接種を希望する場合は、被接種者より予診票に自署していただく。

・集団接種会場では、接種についての問診の段階で、保健師、看護師が相談にのる体制をとる。

接種後 ・接種直後や帰宅後の注意点（副反応の症状等）について、接種時に手渡せるよう、リーフレットを各医療機関へ配布する。

副反応への備え

・アドレナリン製剤等、救急処置に必要な物品や薬剤を準備する。

・集団接種会場で、保健師、看護師が接種後15～30分経過観察を行い、予診医師に初期対応を依頼する。

・速やかな治療や搬送のために、予め会場内の従事者について役割を確認するとともに、集団接種の会場、日程について釜石消防署へ情

報提供をしておく。

副反応の報告
・症状を確認した医療機関（医師等）が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に対して「副反応疑い報告書」によ

り速やかに報告し、当該情報を厚⽣労働省と共有する。

健康被害が発生した場合
・予防接種法上の臨時接種として、予防接種健康被害救済制度により、定期接種と同等の被害救済を行う。

・健康被害救済給付申請の受付を行い、厚労省が設置する審査会でワクチン接種による健康被害と認められた場合に、救済給付を行う。



予防接種を受けることができない人・注意が必要な人（ファイザー社製ワクチン）

・次にあてはまる人は、本ワクチンの接種ができない、または接種に注意が必要です。
・当てはまるかどうかや、ワクチンを受けて良いか不明な人は、その病気を診てもらっている主治医に相談してください。
・当てはまると思われる人は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

１ 受けることができない人
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・明らかに発熱している人（※１）

・重い急性疾患にかかっている人

・本ワクチンの成分に対し重度の過敏症

（※２）の既往歴のある人

・上記以外で、予防接種を受けることが不適

当な状態にある人

（※１）明らかな発熱とは通常37.5℃以

上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合

も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場

合はこの限りではありません。

（※２）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・

粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧

低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症

状。

２ 注意が必要な人

・抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害（血友病など）のある人

・過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人

・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人

・過去に予防接種を受けて、接種２日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人

・過去にけいれんを起こしたことがある人

・本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

妊娠中、妊娠している可能性がある人、授乳している人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

【ファイザー社製ワクチンの成分】

▷有効成分

・トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA）

▷添加物

・ＡＬＣ－０３１５：［（4-ヒドロキシブチル）アザンジイル］ビス（ヘキサン-6,1-ジイル）ビス（2-ヘキシル

デカン酸エステル）

・ＡＬＣ－０１５９：2-［（ポリエチレングリコール）-2000］-N,N-ジテトラデシルアセトアミド

・ＤＳＰＣ：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン

・コレステロール ・塩化カリウム ・リン酸二水素カリウム ・塩化ナトリウム

・リン酸水素ナトリウム二水和物 ・精製白糖
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〒06-0025 岩手県釜石市⼤渡町3-15-26

📞0193-22-4567（推進室直通）

📞0193-22-0179（課代表）


