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主な改版履歴 発出日 改訂内容 

初版 令和３年４月７日 初版 

４月 12日改訂版 

 

 

 

 

令和３年４月 12日 ・大阪市ワクチン配送セン

ターからのワクチンの 

配送方法について、「冷蔵

配送」から「冷凍配送」に

変更 

・その他所要の改訂 

（手引き・マニュアル・接種 

手順書 改訂） 

４月 30日改訂版 令和３年４月 30日 ・高齢者向けの接種券の 

送付時期について「４月

下旬以降」から「４月 19

日から５月 11日にかけて

年齢階層別に住民票所在

地に送付」に変更 

・高齢者施設の従事者の 

接種時期について、「調整

中」から「５月 10日の週

から同時接種開始」に 

変更 

・その他所要の改訂 

（手引き・マニュアル・接種 

手順書 改訂） 

 

 

本手引きは、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について、現時点での情報 

 等その具体的な事務取扱を提示するものです。 

今後の検討状況により随時追記していくものであり、内容を変更する可能性もあり 

ます。 
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１ 目的 

  新型コロナウイルス感染症による高齢者の死亡や重症化をできる限り減らし、結果と

して新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図ることを目的とします。 

 

２ 対象者 

（１）高齢者施設に入所する高齢者（※令和３年度中に 65歳以上に達する者） 

（２）高齢者施設の従事者【５月 10日の週から同時接種開始】 

※高齢者施設とは、以下の施設を指します。 

・ 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、介護療養型医療施設、介護医療院 

・ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型   

共同生活介護 

・ 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム 

・ サービス付き高齢者向け住宅 

・ 生活支援ハウス 

 

３ 実施期間 

令和３年４月（順次開始）から令和４年２月 28日 

 

４ 接種するワクチンの種類 

ファイザー社製「コミナティ」 

 

５ 接種回数 

20日の間隔をおいて２回接種 

 

６ 接種間隔 

（１）同一ワクチン間の標準的接種間隔 

ファイザー社製のワクチンでは、通常、１回目の接種から３週間後の同じ曜日以降

に２回目の接種を受けることとなっており、１回目から３週間を超えた場合には、 

できるだけ早く２回目の接種を受ける必要があります。 

（２）異なるワクチンとの接種間隔 

前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として 13日以上の間隔をおくこ

ととし、他の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。 
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図１ 接種間隔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 接種場所 

高齢者施設内 

 

８ 集合契約 

高齢者施設の入所者については、大阪市以外に住民票を置いている方が接種を受ける

こともありますが、それらの市区町村全てと契約を締結するのは現実的ではないため、 

全国統一様式の契約書を用い、原則として集合契約の形で契約を行うこととします。 

 （１）集合契約の手順について 

    「別紙１ 集合契約について」を参照してください。 

 （２）集合契約の内容 

   ① 単価 

     2,070円（税込 2,277円）全国統一単価、１回目、２回目とも共通 

     1,540円（税込 1,694円）全国統一単価、予診のみ 

   ② 個人情報保護 

     新型コロナワクチン接種に関する情報の中には、個人情報が含まれることから、

個人情報の取扱いに関して、厳重な管理や目的外使用を禁止しています。 

   

９ 実施機関の類型 

 ・基本型接種施設 

ディープフリーザーを設置し、国からワクチンの配送を受け、接種を行う施設（大阪市

ではワクチンの発注及び配送のみを行う「大阪市ワクチン配送センター」を設置） 
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・サテライト型接種施設 

  ワクチン保管用の冷蔵庫（または冷凍庫）を設置し、「大阪市ワクチン配送センター」

からワクチンの配送を受け、接種を行う施設 

 

10 接種にかかる準備 

  計画的かつ効率的に接種を行うために、あらかじめ、接種医の調整や接種スペース等の

準備を行う必要があります。詳しくは「別紙２ 新型コロナワクチン接種業務マニュアル

（高齢者施設）」をご確認ください。 

 

11 接種券 

（１）高齢者施設に入所する高齢者 

  高齢者向けの接種券は４月 19 日から５月 11 日にかけて年齢階層別に住民票所在

地に送付されます。施設入所者で接種対象者となる高齢者については、施設での接種

に合わせて接種券を自宅から取り寄せておく必要があります。 

（２）高齢者施設の従事者【５月 10日の週から同時接種開始】 

    高齢者施設の従事者が、接種順位の特例に該当し、高齢者施設において入所者と 

同時に接種を受ける場合は、当該施設からの申請に基づき、大阪市が接種券付き予診

票を発行し当該施設あてに送付します。 

  ※ファイザー社製ワクチンは５回分で１セットとなっているため、５の倍数になるよ

うに接種者数を調整していただく必要があります。ただし、令和３年４月 19日付け

厚生労働省通知「高齢者向け接種以降に配布するシリンジ・注射針について」で、  

５月 10 日の週以降、１バイアルから６回接種可能な組合せのシリンジと注射針を 

配布するとあり、今後は６回分で１セットに変更される予定ですが、現時点において

は詳細が示されていないため、必ず１バイアルから５回分の接種としてください。 

また接種の際は、国から支給されたシリンジと注射針のみ使用してください。 

 

12 ワクチンの配分依頼 

   施設における接種日程等に基づき、施設から大阪市に依頼する必要があります。 

配送日は週２回まで（月曜日と木曜日か火曜日と金曜日の曜日固定）となり、任意の

日時に配送はできません（できるだけ少ない回数の配送で対象者全員への接種をする

ように努めてください。） 

ワクチンは、接種日前日までに各サテライト型接種施設へ配送されます。ワクチンは 

冷凍（－25℃から－15℃）した状態で配送されます。冷凍配送されたワクチンを冷凍 

保管（－25℃から－15℃）する場合は、施設到着日を含めて 14 日間保管できますが、

接種当日の解凍作業（冷蔵庫の場合は３時間以内、室温の場合は 30分以内に解凍され

ます）が必要です。  

冷凍配送されたワクチンを冷蔵保管（２℃から８℃）する場合は、施設到着日を含め

て５日以内に接種が必要で、接種当日の解凍作業は不要です。 
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13 予防接種の実施 

 （１）接種の流れ 

   ① 対象者の本人確認 

接種券及び予診票を確認し、氏名を呼ぶなど本人確認を確実に行ってください。 

   ② 予診 

接種を行う前に、問診、検温及び診察を行い、予診票を用いて予防接種を受ける 

こと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 

するか否かを調べてください。 

    ⅰ 副反応等に関する説明及び同意 

予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに 

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、定期接種の対象

者等がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い、予防接種の実施に関して

同意を得た場合に限り接種を行ってください。 

    ⅱ 接種歴の確認 

新型コロナワクチンの接種前及び接種後に他の予防接種を行う場合は、原則

として 13日以上の間隔をおくこと。また、２種類以上の予防接種を同時に同一

接種対象者に対して行う同時接種は行わないこと（３ページ 図１ 接種間隔 

参照）。 

 ⅲ 意思確認が困難な者に対する予防接種 

意思確認が困難な場合であっても、家族や、介護保険施設等に入所している

場合は嘱託医等の協力を得ながら本人の意思確認をし、接種についての同意を

確認できた場合に接種を行うこと。 

 ⅳ  接種不適当者及び予防接種要注意者 

予診の結果、異常が認められ、以下の接種不適当者に該当する疑いがある者と

判断される者に対しては、当日接種は行わないこと。 

      ・新型コロナウイルス感染症に係る他の予防接種を受けたことがあり、接種の

必要がない者 

      ・明らかな発熱を呈している者（37.5℃以上） 

      ・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

      ・本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 

      ・上記に該当する者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

以下の者については、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こと。 

  ア 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎  

疾患を有する者 

  イ 予防接種で接種後２日以内に発熱の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がある者 
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  ウ 過去にけいれんの既往のある者 

  エ 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症

の者がいる者 

  オ 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈する恐れの 

ある者 

  カ バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテックス）が含まれている製剤を

使用する際の、ラテックス過敏症のある者 

妊娠中又は妊娠している可能性がある場合には、本予防接種の有益性が危険

性を上回ると判断される場合にのみ接種を行うこと。 

（２）接種時の注意点 

「別紙２ 新型コロナワクチン接種業務マニュアル（高齢者施設）」をご確認  

ください。 

（３）予防接種の間違いの報告 

接種医は、定期接種を実施する際、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

ワクチンを接種した場合や、有効期限の切れたワクチンを接種した場合、血液感染

をおこしうる場合等の重大な健康被害につながる恐れのある間違いを把握した場

合には、以下のアからカまでの内容を任意の様式に記載し、被接種者が居住して 

いる（住民票がある）市区町村（大阪市の場合は区保健福祉センター）に速やかに

報告してください。 

     ア 予防接種を実施した機関 

     イ ワクチンの種類、メーカー、ロット番号 

 ウ 予防接種を実施した年月日（間違い発生日） 

 エ 間違いに係る被接種者数 

     オ 間違いの概要と原因 

 カ 健康被害発生の有無（健康被害が発生した場合は、その内容） 

（４）接種実績の登録 

実施機関は、随時（原則当日）V-SYS に接種実績を登録します。実績の登録は、 

接種券を貼付した予診票または接種券付き予診票をグループごとに仕分けて枚数

を数えて入力します。入力の方法は、「別紙３ サテライト型接種施設における

日々の V-SYS 入力」をご確認ください。 

 

14 接種料の請求 

（１）概要 

    新型コロナワクチンの接種にかかる費用については、接種券の請求先が「大阪府 

大阪市」と記載されているものは大阪市に、大阪市以外の市町村が記載されている 

ものは国保連へ請求します。 
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 （２）請求の流れ 

   ①大阪市への請求 

     当該接種を行った日の属する月の翌月 10 日（10 日が休日の場合は翌開庁日） 

までに、接種券を貼付した予診票の原本及び接種券付き予診票の原本と請求書を

大阪市へ提出します。なお、初回の請求時のみ「新型コロナワクチン接種に係る 

費用の請求及び受領に関する届」をあわせて提出してください。 

    （提出先）大阪市新型コロナワクチン接種事務処理センター 

〒541－0051 大阪市中央区備後町２－４－９ 日本精化ビル４Ｆ 

 

   ②大阪市以外への請求 

請求先の市町村ごとに仕分けした接種券を貼付した予診票の原本及び接種券付

き予診票の原本に請求総括表及び市町村別請求書をつけて国保連に提出します。

請求総括表及び市町村別請求書の様式は V-SYS から発行できます。 

 

 

 

図２ 医療機関の請求方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 国保連合会への請求時の編纂方法 

 

 

図３ 高齢者施設におけるワクチン接種の流れ 

 

 

 

 

 

 

医療機関が所在する 

市町村宛の請求書類 

それぞれの被接種者区分・請求先自治体 

ごとに仕分けをした請求書類 

【大阪市】 

【大阪市以外】 
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図３ 接種のながれ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 副反応疑いの患者から連絡があった場合の対応 

（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（別紙様式１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」（別紙様式１）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」（別紙様式１）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また

はアプリにて報告してください。 

（ＦＡＸ送付先：０１２０－０１１－１２６）  

        （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 

 

 

 

介護老人保健施設については、 

接種券は施設に送付されます。 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/vaccine-j/6366-vaers-app.html
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16 予防接種法に基づく健康被害救済 

  予防接種後の副反応による健康被害については、極めてまれであるものの不可避的に

生じるものであることから、接種による過失の有無にかかわらず迅速に救済することと

しています。 

  市町村長は、新型コロナワクチンを接種したことにより健康被害が生じたと厚生労働

大臣が認めた者については、救済給付を行う、また、救済給付にかかる費用は国が負担 

することとなっています。 

  予防接種後の健康被害に対する救済給付を請求する場合は、被接種者は予防接種を 

実施した市町村に必要書類を提出することとなります。実施した市町村とは、接種時の 

住民票所在地の市町村であり、やむを得ない事情があり住民票所在地以外で接種を受け

た場合においても、請求窓口は接種時の住民票所在地の市町村となります。 

  大阪市が実施した予防接種については、お住まいの区の保健福祉センターが請求窓口

となりますので、ご相談のうえ、必要書類を提出してください。 

 


