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接種体制確保に係る留意事項等 

 

 

１ 接種券 

（１）大阪市に住民票がある入所者・従事者への接種券 

    大阪市民への接種券一体型予診票（以下「接種券」という。）は、順次住民票

所在地へ発送しています。（次ページ「接種券発送スケジュール予定」参照） 

    原則、到着した接種券を用いて、接種を実施してください。やむを得ず接種

券の到着を待たずに白紙の予診票（追加接種用）（別紙１）を用いて接する際に

は、下記の留意事項を遵守してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添１ 

 

追加接種は２回目の接種後６か月が経過している必要があります。 

自治体が発行する予診票には、予め１回目・２回目の接種年月日や接種し

たワクチン名称が印字されておりますが、「予診票（追加接種用）」（別紙

１）を使用する場合、各自で接種記録書等を確認し記載していただく必要

がありますので、記載誤りがないよう注意が必要です。 

 「予診票（追加接種用）」（別紙１）を用いて接種を実施する際には、各

施設で接種管理・予診票管理を確実に行っていただくとともに、令和３年

11 月 26 日付け厚生労働省通知「例外的な取扱として接種券が届いていない

追加接種対象者に対して新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務

運用について」の取り扱いを遵守してください。 

過去の接種実施日等が不明の場合で対象者が大阪市民の場合は、「新型コ

ロナワクチン追加接種（3 回目）用接種履歴確認依頼書」（別紙３）に必要

事項を記入の上、大阪市保健所ワクチン接種等調整チーム（corona-

haisou@city.osaka.lg.jp）へメール送信してください。保健所にて確認後、

施設へ接種記録を提供させていただきます。※ 

なお、データには個人情報が含まれるため、送信の際には、必ずファイル

にパスワード「corona」を設定してください。 

           

※住民票所在地が大阪市外にある場合は、住民票所在の自治体にご確認くださ

い。 

「予診票（追加接種用）」（別紙１）を使用する際の留意事項 

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000549618.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000859245.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000859245.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000859245.pdf
mailto:corona-haisou@city.osaka.lg.jp
mailto:corona-haisou@city.osaka.lg.jp
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大阪市新型コロナワクチンコールセンター 

TEL：０５７０－０６５６７０ 
 

※大阪市外に住民票がある方の接種券については、住民票所在地の自治体に

ご相談ください。 

 

〇接種券発送スケジュール予定【大阪市民のみ】 

２回目接種日 発送日 

令和 3 年４月以前 令和 3 年 11 月 26 日 

令和 3 年 5 月 1 日～31 日 令和 3 年 12 月 21 日 

令和 3 年 6 月 1 日～19 日 令和 4 年 1 月 5 日 

令和３年６月 20 日以降 詳細が決まり次第大阪市ホームページ等 

でお知らせします。 

   ※接種券到着は概ね上記発送日の２～３日後 

   ※住民票所在地へ送付 

 

（２）大阪市外に住民票がある入所者・従事者への接種券 

各自治体の接種券発送時期はそれぞれ異なります。 

接種券は、接種実施医療機関等が接種対象者であることを確認する上で必要

なものであることから、まずは住民票所在の自治体へ接種券発行時期等につい

て確認していただきますようお願いいたします。やむを得ず接種券の到着を待

たずに白紙の予診票（追加接種用）（別紙１）を用いて接する際には、前項の留

意事項を遵守してください。国の通知に基づかない場合、接種医療機関が接種

費用の請求ができないため、くれぐれもご留意ください。 

 

接種券発送に関するお問い合わせ先（大阪市民のみ） 

 

「予診票（追加接種用）」（別紙１）が使用できるのは高齢者施設

内で接種する場合のみです。 

外部医療機関での個別接種や集団接種会場において接種する場合は、自治

体より住民票所在地に送付された接種券が必要です。 

 

重要 

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000549618.html
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２ 入所者への説明 

   追加接種を希望される方には、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く必要

があります。 

入所者には別添のリーフレットをご活用いただきご理解をいただくとともに、

接種を希望された場合は、接種日までに、かかりつけ医等の医師にご相談いた

だくようご説明をお願いします。 

 

※接種意思の確認が難しい場合は、家族やかかりつけ医等の協力を得ながら意

思確認をしてください。 

 

 

３ 接種場所 

  接種場所は「施設内接種」「個別接種※１」「集団接種会場※２」です。 

平時の定期接種の手法を基本としつつ、新型コロナワクチンについては、接

種後の健康観察も重要であることから、施設等の特徴を踏まえた上で、接種場

所を検討していただくこととなります。 

また、全ての施設種別において、外部医療機関や市区町村の設置する会場で

の接種が可能です。（要予約） 

 

※１ 個別接種（取扱医療機関）は大阪市ホームページ「新型コロナワクチ

ン接種を実施する個別接種（取扱医療機関）について」参照。また、

厚生労働省ホームページ「コロナワクチンナビ」でも取扱医療機関を

調べることが可能 

  

※２ 大阪市民を対象とした追加接種が可能な集団接種会場や予約方法等詳

細は大阪市ホームページ「新型コロナワクチン追加接種【3回目接

種】」をご確認ください。 

今後、追加接種会場を拡大していく予定です。 

詳細が決定次第、随時ホームページにてお知らせいたします。 

 

    

 

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000544831.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000544831.html
https://v-sys.mhlw.go.jp/
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000549932.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000549932.html
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４ 接種医・接種実施日等の調整 

施設内接種を実施する場合は、接種医、接種日、接種人数、接種場所、経過観

察場所、必要物品の確認についてご調整等お願いします。 

ワクチンは１バイアルあたり６回分（６人分）となりますので、可能な限り６

の倍数となるようご調整ください。なお、１バイアルから 7 回分採取ができる

場合は接種に使用して差し支えありませんが、大阪市から配布する針、シリン

ジは 1 バイアルあたり各 6 本ですので、７本目の針、シリンジは、接種する施

設や医療機関での負担によりご準備ください。 

 

 

５ 接種医の確保が困難な場合 

   接種医の確保が困難な場合は本市までご連絡ください。 

本市で接種医の調整を実施いたしますが、相当時間を要すことが想定され

るため、各施設におかれましては、引き続き協力医療機関等と接種医の調整

を行っていただきますよう、お願いいたします。 

なお、本市において接種医との調整ができ次第、改めてご連絡させていた

だきます。 

 

 

   

・個別接種（取扱医療機関）は大阪市ホームページ「新型コロナワクチン接 

種を実施する個別接種（取扱医療機関）について」参照。また、厚生労働省

ホームページ「コロナワクチンナビ」でも取扱医療機関を調べることが可能 

  

・大阪市民を対象とした追加接種が可能な集団接種会場や予約方法等詳細は 

大阪市ホームページ「新型コロナワクチン追加接種【3 回目接種】」をご確

認ください。 

 

  

参 考 

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000544831.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000544831.html
https://v-sys.mhlw.go.jp/
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000549932.html
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６ ワクチン必要量の報告 

   ・各施設は、原則、接種月の前月末までに１か月分の接種人数を行政オンライ

ンシステムによりご報告いただく必要があります。 

 

※「前月末」にあたる日が配送予定日と同じ週にある場合は、 

前々週の金曜日までに報告してください。 

 

（例）〈配送予定日〉令和４年２月１日の週の場合 ⇒１月 21 日締切 

月 火 水 木 金 土 日 

1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 

1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 

1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 

 

 

 

 

       

・1 月 10 日の週の配送はできません。 

・1 月 24 日から１月 31 日までの配送分については、接種予定日の前々週の金曜

日までに、行政オンラインシステムによりワクチンの必要数を報告いただけ

れば接種前日までに配送が可能です。 

・1 月 17 日の週にワクチン配送を希望される場合は、大阪市保健所感染症対策

課ワクチン接種等調整チーム（06-6647-0813）までご相談ください。 

    

 
 

  「大阪市行政オンラインシステム」により報告してください 

   【URL】https://lgpos.task-asp.net/cu/271004/ea/residents/portal/home 
 

  ※報告方法は「行政オンラインシステムによる回答方法」（別添２）参照     

 

 

※配送するワクチンはファイザー社製となります 

 

ワクチン必要量報告方法 

「前月末」が同じ週にあるため、前々週の金曜日が締切となる 
※水、土、日、 

祝日は配送なし 

 

令和４年１月配送分について 

https://lgpos.task-asp.net/cu/271004/ea/residents/portal/home
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医療機関が市外にある場合 

報告に基づき、接種医の属する医療機関へ必要なワクチンを配送しますが、

市外の医療機関へ大阪市からワクチンを配送することはできません。 

医療機関が市外にある場合は、当該医療機関が所在する市町村にご相談くださ

い。 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

（参考）【ワクチン（ファイザー社製）保存方法等】 

(1)冷凍保存 

・ワクチン到着後、冷凍庫（-25～-15℃）で最長 14 日間保存可 

・1 回に限りディープフリーザー（-90～-60℃）に戻し保存可 

 

(2)冷蔵保存 

・冷蔵庫（2～8℃）で解凍する場合は、2～8℃で 1 カ月保存可 

・解凍後は再冷凍しないこと。 

 

※ ワクチンは配送後、14 日（冷凍保存）＋１か月（冷蔵保存）の保存が可

能ですので、ワクチンの発注は保存期間を考慮し必要数の報告をお願いし

ます。 

 

７ 必要物品の準備 

接種医の属する医療機関にてご準備いただく物品につきましては、「新型コロ

ナワクチン接種使用物品一覧」（別紙４）を参考に事前にご準備いただくようご

調整ください。 

 

 

・ 

・ワクチン必要量の大阪市保健所への報告は、高齢者施設が

直接実施してください 
・報告に基づき接種医の属する医療機関へ必要なワクチンを配送します。 

・ワクチン供給量調整時において、配送計画量を大幅に上回るワクチンの発注

があった場合、ワクチンを確保できない場合がございます。 

 

ワクチン必要量報告に係る留意事項 
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８ 接種券の送付先 

   接種券は、住民票のある市町村から居住地(住民票所在地)に送付されます。

施設において、各入所者から回収して接種準備を行ってください 

 

※医療機関は当該接種券がなければ接種費等請求ができないため、必ず接種実施

医療機関へ提出してください。 

 

 

９ 接種の実施 

   接種にあたりましては、大阪市ホームページ「高齢者施設における新型コロ

ナウイルスワクチンの接種について」をご参照いただき実施してください。 

 

 

10  ワクチンロス対応 

  接種日の当日に入所者等が体調不良等により、ワクチンの余剰が見込まれる場

合、他の日程に予定されている入所者等への接種をご調整いただき、ワクチンが

廃棄されないよう適切にご対応ください。（突然の接種見合わせに備え、接種候補

者をあらかじめ整理しておいてください） 

  他の接種対象者の調整が困難な場合に限り、本人確認と接種管理等が各医療機関

において可能な方※への接種も可とします。（医療機関と十分調整が必要） 

 

※ 施設グループ関連事業所の従事者、大阪市民の方でショートステイ利用者 

など（全ての対象者において２回目の接種後６か月が経過していること） 

 

※上記対応を行った場合、接種を実施した対象者に対し、後日必ず接種券を接  

種医療機関へ提出するよう促してください。（医療機関は当該接種券がなければ

接種費等請求ができません） 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000530814.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000530814.html
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11 接種状況等報告 

  「接種実施報告書」（別紙５）により実績をメールにより報告してください 

 

【報告期限】原則、毎週月曜日に前週の接種状況を報告してください。 

（例）令和４年１月 10 日（月）～１月 16 日（日）接種実績 

        ⇒１月 17 日（月）報告 

 

    

提出先：大阪市福祉局高齢福祉課 

        fukushi-wakuchin@city.osaka.lg.jp 

     連絡先：０６－６２０８－９９１５ 

 

 

※「接種状況一覧表」（別紙６）を参考に送付いたしますので入所者等の接種状況

管理にご活用いただきますようお願いします。（本市への提出は不要） 

 

 

12 参考リンク先 

 ・厚生労働省ホームページ 

  「新型コロナワクチンについて」 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html 

 

  「介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ」   

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou

reisha/taisakumatome_13635.html 

 

「新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryou

kikanheno_oshirase.html 

  

 ・大阪市ホームページ 

  「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について」 

   https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000524920.html 

 

  「高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施につい

て」 

   https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000527837.html 

※上記リンク先には、本事務連絡をはじめ、本市が過去に各施設等へ発出し

た事務連絡を掲載しております。 

mailto:fukushi-wakuchin@city.osaka.lg.jp?subject=【施設名】_接種実施報告書の提出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000524920.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000527837.html

