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 ＜主な変更点＞ 

●接種に係る自己負担金は 1,500 円になります。 

●「実施申込書（報告書）」及び「請求書」を提出する際に医療機関の押印は必要ありま

せん。 

 

 

 
予防接種の請求について、記載漏れ等の不備に関しては、審査を行っている次の委託事業者より  

お問い合わせすることがありますので、よろしくお願い致します。  

再春館システム㈱（電話番号：０５０－３７４３－１０８３） 
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大阪市インフルエンザ予防接種実施の手引き 

６５歳以上の方用 

◆ご注意  

・ 接種に係る自己負担金は 1,500 円になります。 

・ 対象者の要件を必ず御確認ください。生活保護受給者の方であっても、「2.対象者」に該当しない

方は公費助成の対象とはなりません。 

・ 無料接種券は発行しません。 

・ 接種費用の後日償還払いはしません。 

・ 実施期間は令和３年 10 月 1 日～令和４年１月 31 日までです。 

・ １回目の接種のみ公費負担の対象となります。 

・ 接種委託料の請求にあたっては、「13」に記載の内容をご確認いただき、遺漏ないようお願いいた

します。 

・ 「実施申込書（報告書）」及び「請求書」を提出する際に医療機関の押印は必要ありません。 

 
１．目的 
   高齢者等の発病又は重症化を防止することにより、疾病のまん延を予防すること 
 
２．対象者 
（１） ６５歳以上の市民でインフルエンザ予防接種を希望する者 
※ ただし、大阪市内の養護老人ホームや老人保健施設等の入所者については、大阪府    
民で居住地の依頼書があれば、大阪市民と同様に扱うものとします。  

（２） ６０歳以上６５歳未満であって次の項目に該当する（身体障がい者手帳１級相当）市民

でインフルエンザ予防接種を希望する者。 
①心臓の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される者。  
②じん臓の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される者。  
③呼吸器の機能の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される者。  
④ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障がいにより日常生活がほとんど不可能な者。 

※ ①～④の者については、予防接種の判断を行うに際して注意を要する者として主治医
及び専門性の高い医師に対し接種ができるかどうかについて意見を求め、慎重に判断
すること。また、「予防接種実施申込書（報告書）インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌用」
（別紙３）の「今日、受ける予防接種」欄の該当項目にチェックを入れること。 

 
３．実施期間及び接種回数 
   実施期間：１０月１日より翌年の１月３１日まで 

接種回数：１シーズンにつき１回接種 

 
４．接種費用 
  インフルエンザ予防接種を実施した場合は、自己負担金として１，５００円を徴収してくださ
い（ワクチン代相当額）。ただし、生活保護受給者、市民税非課税世帯の方及び東日本大
震災被災者には確認できる書類の提示を求め、また公害健康被害の補償等に関する法律
に基づく被認定者（公害認定患者）の方には確認できる書類の提示及び所定の書類を提出
させたうえ、無料で実施してください。 
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５．自己負担免除等の取扱い 
（１）生活保護受給者、市民税非課税世帯の方及び東日本大震災被災者の方  

 
次の書類で無料接種の対象者であることを確認のうえ、「予防接種実施申込書（報告書）イ

ンフルエンザ・高齢者用肺炎球菌用」（様式３）の裏面の「自己負担の有無と免除等理由」に該
当する番号等を記入してください。 

 
※生活保護医療券を予防接種の確認書類として発行することは行っておりません。  
現在治療中の生活保護受給者が予防接種を受ける場合に、生活保護医療券を保護受給
中の確認書類にすることができます。なお、予防接種費用は保健所感染症対策課に請求
してください。 

 

 確認書類 

実施申込書(報

告書 )(裏面 )の

自己負担の免

除等理由 

生活保護受給者 ・保護決定通知書（資料１） 
・生活保護適用証明書（資料２） 
・生活保護法医療券（資料３） 
・休日・夜間等診療依頼証（資料 4） 
・本人確認証(中国残留邦人等支援給付制度)（資料 14） 

 

２ 

市民税非課税世

帯 

・介護保険料（変更）決定通知書（資料 5） 
（ただし、介護保険料段階が第 1 段階～第４段階のも
のに限る） 
・介護保険負担限度額認定証（資料 6） 
・介護保険高額介護サービス費受領委任払承認通知
書（資料 7）（ただし利用者負担上限額欄が 15,000 円
又は 24,600 円の ものに限る） 
・自己負担免除確認書（介護保険）（資料 8） 
（ただし、介護保険料段階が第 1 段階～第４段階のも
のに限る） 
 

３ 

・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

（資料 9） 
３ 

・障がい福祉サービス受給者証（資料 10）（ただし、「利
用者負担に関する事項」の負担上限月額欄が 0 円のも

のに限る） 
・自立支援医療受給者証（資料 11） 
（ただし、自己負担上限額が 0 円又は 2,500 円のもの
に限る） 

 

３ 

・自己負担免除確認書（資料 12） 
・課税証明書（ただし、世帯員が確認できる住民票及び
そこに記載されている者の課税証明書も必要。※世帯
全員が非課税であることの確認が必要なため。） 

 

３ 

東日本大震災 

被災者 

予防接種実施願（資料 13）（保健福祉センターにて発
行） 

３ 
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（２） 65 歳以上の公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者（公害認定患者）
の方 〔ただし、（１）の方は対象外〕 

 
次の書類等で公害認定患者であることを確認のうえ、「予防接種実施申込書（報告書）イ

ンフルエンザ・高齢者用肺炎球菌用」（別紙３）の裏面の「自己負担の有無と免除等理由」に
該当する番号を記入してください。 

 

確認書類 

実施申込書 

(報告書)(裏面)

の自己負担の 

免除等理由 

公害認定患者 

①公害医療手帳（資料 15） 

②大阪市公害健康被害被認定者インフルエンザ予防

接種自己負担費用助成金代理受領依頼書（以下、

「代理受領依頼書」（Ａ５版 緑色）という。）（資料 16）

※医療機関にて受領してください（②のみ） 

４ 

※ 「代理受領依頼書」（Ａ５版 緑色）は予防接種実施申込書（報告書）と必ず合わせて請

求してください。（「代理受領依頼書」がない場合は、「自己負担なし」になりません。）  

※「代理受領依頼書」の裏面の説明書きでは、実施申込書（報告書）（表面）の確認書類の番

号に公害医療手帳の記号番号を記載するようになっておりますが、記載の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
６．接種するワクチンの種類及び接種量 
  インフルエンザＨＡワクチンを０．５ｍｌ、皮下に注射。 

 

65 歳未満の公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者（公害認定患

者）の方については、平成 23 年度環境省通知により対象者の自己負担費用の助成を

平成 23 年度より実施しています。 

本対象者の助成方法については、対象者から本市への申請に基づき償還払いにより

助成します。 

《参考》 

対象者が大阪市保健所管理課へ申請する書類（償還払い申請に必要な書類） 

・「インフルエンザ予防接種自己負担費用助成申請書兼口座振替申出書」  

・領収書又はレシート等（いずれも原本に限る） 

※診療明細書等、接種者氏名及びインフルエンザ予防接種費用とわかるもの  

  ・「公害医療手帳」の写し（公害医療手帳の記号番号・有効期間・氏名・住所・認定疾病

の頁） 

詳しくは、「公害健康被害の補償等に関する法律に基づく大阪市公害健康被害被認

定者のインフルエンザ予防接種自己負担費用助成の取り扱いについて」 

を御確認ください。 

 

ご注意ください 
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７．接種場所 
  個別接種の実施に関し、原則として医療機関で接種してください。また、介護老人保健福

祉施設等では当該施設で接種してください。 
  なお、接種場所には、予防接種直後のショック等の発生に対応するために必要な薬品及び

器具等を備えておいてください。 
 
８．接種までの手順 
（１）申込み 
    接種はできるだけ予約制とし、事前に申込みを受け付けてください。  
（２）接種当日 
    「インフルエンザ予防接種のお知らせ」（別紙１）をもとに、被接種者に予防接種につい

て説明し、十分な理解を得たうえで、「インフルエンザ予防接種予診票」（別紙２）及び
「予防接種実施申込書（報告書）インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌用」（別紙３）に必
要事項を記入してもらい、カルテを照合する等内容に誤りがないか確認してください。 

（３）接種対象者の確認 
    接種前に、生年月日及び大阪市民であることを証明する書類の提出を求めるなど適切

な方法により、年齢・居住地の確認をしてください。なお、市外住民に接種される場合
は大阪市の公費負担の対象とはならないので、居住地市町村長の発行する依頼書を
徴し、全額自己負担にて接種してください。 

     ただし、大阪市内の養護老人ホームや老人保健施設等の入所者については、大阪府
民で居住地の依頼書があれば、大阪市民と同様に扱うものとします。  

（４）予診 
① 接種施設において、問診、検温及び視診、聴診等の診察を接種前に行い、「インフ
ルエンザ予防接種予診票」（別紙２）を用いて接種を受けることが不適当な者又は注
意を要する者に該当するかどうか調べてください。  

② 接種を受けることに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、慎重にインフルエンザの予防接種の適否を判断するとともに、接種を希望
する意思を確認してください。 

③ 予診の結果、異常が認められ、かつ、予防接種実施規則第６条に規定する、接種が

不適当な者（※）と判断される場合は、当日は接種を行わず、必要がある場合は精
密検査を受けるよう指示してください。 

 

      ※ 予防接種実施規則第６条に規定する 接種が不適当な者 
・今まで予防接種を受けて２日以内に発熱がみられた者及び全身性発疹等のアレルギ
ーを疑う症状を呈したことのある者。      

・明らかな発熱を呈している者。 
・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者。 
・インフルエンザ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
ことが明らかな者。 

 
④ 診察所見等を「インフルエンザ予防接種予診票」（別紙２）の〔医師の記入欄〕に記
載し、予診の結果を被接種者に説明してください。接種が可能である場合は、接種
後の通常起こり得る反応及びまれに生じる重い副反応、並びに予防接種健康被害
救済制度について被接種者に十分に説明してください。被接種者がその内容を理
解した上で、接種を受ける法律上の義務が無いにもかかわらず自らの意思で接種を
希望することを署名によりご確認いただいてから接種してください。被接種者の意思
確認が困難な場合は、家族又はかかりつけ医の協力により本人の意思確認をするこ
ととし、接種希望であることが確認できた場合に接種を行ってください。被接種者の
意思確認が最終的にできない場合は、予防接種法に基づいた接種を行うことはでき
ません。 
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⑤ 万一副反応が発生した場合に備え、使用ワクチン名、ロット番号、最終有効年月日、
接種部位、実施場所、接種医師名を記入してください。 

 
９．接種時の注意 

（１）予防接種を行うに当たっては、次の事項を厳守してください。  
① 予防接種に従事する者は、手指を消毒すること。 
② ワクチンは遮光し凍結を避け、冷蔵庫から取り出し、室温になってから使用し、一度針

を刺したものは 24 時間以内に使用する。 
③ 接種液は、有効期限内のものを均質にして使用すること。 
④ 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

いで吸引すること。 
⑤ 接種液が入っているアンプルを開口するときは、開口する部分を事前にアルコールで

消毒すること。 
⑥ 予防接種は、原則として上腕伸側に行い、接種前に接種部位をアルコールで消毒す

ること。 
⑦ 皮下注射を行うときは、注射針の先端が血管内に入っていないことを確かめること。  

⑧ 同一部位に反復して接種することは避けること。 
⑨ 接種用具等の消毒薬は、適切な濃度のものを使用すること。  

（２）予防接種を受けた者に対して次の事項を説明してください。 
① 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動や大量の飲酒は避けるこ
と。 

② 接種後、接種部位の異常反応や体調の変化があった場合には、被接種者は速やか
に医師の診察を受け、当該予防接種を行った市町村長（区保健福祉センター管理医
師）に連絡すること。 

 
10．予防接種済証の交付及び予診票の保管 
  予防接種を行った際には、「インフルエンザ予防接種予診票」（別紙２）の上部を切り取り、
接種日・接種部位・接種場所等記載のうえ、被接種者に交付してください。また、「インフル
エンザ予防接種予診票」（別紙２）は、カルテと同様に実施医療機関及び実施施設で５年間

保存してください。市外住民が接種依頼書を持参して接種した場合は、接種依頼書も同様
に、実施医療機関及び実施施設において５年間保存してください。  

 

  ※個人情報の取り扱いについて 
   予診票、予防接種実施申込書（報告書）などに記載される内容には、個人情報が含まれ
ます。予防接種に従事する者などの関係者は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み、大
阪市個人情報保護条例の趣旨を踏まえて、保管や取り扱いにあたっては、漏えい、滅失、き
損等の防止、その他個人情報等の保護に必要な体制の整備、及び措置を講じなければなり
ませんので、万全を期していただきますようお願いします。 

 
11．接種時・接種後の副反応の対応 
（１）接種時・接種後の緊急措置及び副反応が生じた場合の措置（被接種者及び被接種

者の家族からの副反応についての問い合わせ等を含む）については、原則として接種
医師が対応してください。 

（２）医師は、予防接種による副反応又はその疑いのある患者を診察し、厚生労働大臣
が定める症状（別紙５の裏面を参照）を呈していると判断した場合には、予防接種法
に基づき厚生労働大臣への報告が義務付けられましたので、「予防接種後副反応疑い
報告書」（別紙５）もしくは、国立感染症研究所のホームページからダウンロードで
きる予防接種後副反応疑い報告書入力アプリにて作成した「予防接種後副反応疑い報
告書」（別紙５）により速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ FAX もし
くは郵送にて報告してください。 
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（ＦＡＸ送付先：０１２０－１７６－１４６）  

※なお、送付による場合は次の送付先までお願いします。 

 （送付先）  （独）医薬品医療機器総合機構安全第一部安全性情報課 

         〒１００－００１３ 東京都千代田区霞が関３－３－２ 新霞が関ビル 

※予防接種後副反応疑い報告書入力アプリ 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/vaccine-j/6366-vaers-app.html 
（３） ただし、夜間等において、緊急に専門的な治療を行う必要があると認められる場合は、大

阪市立総合医療センター（大阪市都島区都島本通２－１３－２２ Tel 06-6929-1221）へ
ご連絡ください。 

 
12．他の予防接種との関係 
  不活化ワクチンから異なるワクチンを接種する場合の接種間隔の制限はありません。  
   ただし、新型コロナワクチンとの接種間隔については、「新型コロナウイルス感染症に係る

臨時の予防接種実施要領」等をご確認ください。 
 
13．接種委託料の請求 

  接種委託料の請求は、１か月単位で取りまとめ、翌月の１０日（１０日が休日の場合は翌開
庁日）までに「個別予防接種請求書」（別紙４）に「予防接種実施申込書（報告書）インフルエ
ンザ・高齢者用肺炎球菌用」（別紙３）を添付し、記載誤りや記載漏れ等書類の不備がない
か確認のうえ、所轄の保健福祉センター、地区医師会または、下記まで提出してください。  
なお、予診票及び無料接種者の確認書類等は請求時に送付の必要はございません。 
 

 
 
  
 
 
   また、「代理受領依頼書」（Ａ５版 緑色）を受領した場合は、「代理受領依頼書」 

（Ａ５版 緑色）のみをひとまとめにしたうえ、請求書に同封してください。  

     なお、「予防接種実施申込書（報告書）インフルエンザ・高齢者用肺炎球菌用」（別紙３）
及び「代理受領依頼書」（Ａ５版 緑色）の裏面部分は医療機関の記入欄となっており
ますので、漏れなく記入してください。 

記載漏れがある場合は再提出していただくこともありますので、漏れがないようご確認く
ださい。 
 
※記載漏れ等の不備に関しては、審査を行っている次の委託事業者よりお問い合わせ 
することがありますので、よろしくお願い致します。   

再春館システム㈱（電話番号：０５０－３７４３－１０８３） 
 
「接種を見合わせた理由」欄は、見合わせ理由となった予診票の質問番号に○印をしてく

ださい。※接種見合わせ料は、診察後、医学的所見に基づき見合わせた場合のみ請求して

ください。 
    次のような、予防接種関係法令等に基づかない接種については、委託料をお支払いでき
ません。また、万一、健康被害事故が生じた場合にも、被接種者が予防接種法等に定める
健康被害救済の対象にならないことがありますので、十分ご注意願います 

 
公費負担対象外の例 
① 被接種者が６５歳以上の大阪市民ではない場合 
② 接種回数が２回目以降の場合 
③ ワクチン接種量が０．５ｍｌではない場合 

〒５４５－００５１ 

 大阪市阿倍野区旭町１－２－７－１０００あべのメディックス１１階 

 大阪市保健所 感染症対策課（感染症グループ）  

https://www.niid.go.jp/niid/ja/vaccine-j/6366-vaers-app.html
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14．接種委託料の支払い 
   接種委託料は契約の際に提出いただいた「口座振替申出書」に記載の銀行口座に、大
阪市会計室から振込まれます。 

   「口座振替申出書」の内容に変更が生じたときは、速やかに所轄の保健福祉センターへ

「予防接種実施医療機関等変更届」（別紙 6）をご提出ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 

 
 
 
 
15．その他 
（１）予防接種の実施にあたっては、予防接種の時間又は場所を一般外来とは分けて実施する
など、一般の受診者から接種対象者が感染を受けないように十分配慮してください。  

（２）ワクチンは実施医療機関及び実施施設で購入していただくことになっております。ワクチン
ロスを避けるため、接種は予約方式をとり、接種希望者数に応じた量をご購入されることをお
勧めします。 

（３）医療機関の代表者、住所等の変更があった場合、速やかに所轄の保健福祉センターへご
連絡のうえ、「予防接種実施医療機関等変更届」（別紙 6）をご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

種別 自己負担額 公費負担額 

接種 自己負担あり 
１，５００円 

（ワクチン代相当） 
３，３８７円 

（接種料相当） 

接種 自己負担なし ０円 
４，８８７円 

（ワクチン代及び接種料相当）  

見合わせ ０円 ３，０７３円 
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