
接種実施計画 に係る
課題等の進捗について

令和３年２月25日
大阪市新型コロナウイルスワクチン

接種推進本部会議資料



１ 計画Ver.1に掲げた主な課題

（１）医師・看護師の確保

（２）接種場所の確保

（３）会場責任者・連絡員（市職員）の確保

集団接種の課題

（４）医療機関（診療所等）の確保

（５）ワクチンの保管、移送、数量管理

（６）システム（Ｖ－ＳＹＳ）入力

個別接種の課題

（７）接種医師の確保

（８）接種希望者の把握

高齢施設入所者接種の課題

２ その他の進捗状況について

（１）接種券の発送から予約、接種までのフロー

（２）コールセンターの設置及びホームページの作成

（３）接種券等の段階的発送について



１－(1) 集団接種の課題 医師・看護師の確保

府医師会から各区医師会宛て協力要請文書発出

⇒ 各区及び地元医師会で協議・調整を開始

府医師会がアンケートを実施

（出務可能な時間帯・曜日・職種等）

各区の医師・看護師の確保状況を集約

（応援人数、出務時間、地元医師会からの意見や要望事項）

各区における集団接種ライン数確定

本市ワクチン接種実施計画に反映

推進本部会議で報告

令和３年２月16日

２月19日

3月上旬

3月中旬



１－(2) 集団接種の課題 接種場所の確保（令和３年２月１６日時点）

計 計 計

1 北区民センター 5 18 西淀川区民ホール 3 34 大阪市立鶴見区民センター 4

2 扇町プール 4 19 もと佃南小学校 5 35 鶴見スポーツセンター 6

3 都島区民センター 2 20 淀川区民センター 4 36 鶴見区役所会議室 3

4 都島スポーツセンター 5 21 淀川スポーツセンター 4 37 大阪市立阿倍野区民センター 4

5 福島区 福島区民センター 4 4 22 淀川区役所会議室 3 38 区内公的施設 4

6 此花会館 3 23 東淀川区民ホール 3 39 住之江区区民センター 8

7 此花スポーツセンター 3 24 東淀川スポーツセンター 5 40 南港ポートタウン管理センター 2

8 中央スポーツセンター 4 25 スポーツセンター第１体育館 6 41 住吉区民センター 5

9 中央区民センターホール 4 26 スポーツセンター第２体育館 2 42 住吉スポーツセンター 8

10 西区 西区民センター 4 4 27 生野区民センター 4 43 東住吉区民ホール 4

11 港区民センター 4 28 生野スポーツセンター 7 44 東住吉スポーツセンター 4

12 港スポーツセンター 4 29 旭区民センター 7 45 平野スポーツセンター 5

13 大正区 大正区民ホール 4 4 30 旭区保健福祉センター分館 1 46 平野区民センター 5

14 天王寺区役所講堂 3 31 城東区民ホール 8 47 西成区民センター 5

15 天王寺スポーツセンター 5 32 城東区役所会議室 3 48 西成スポーツセンター 6

16 浪速スポーツセンター 5 33 城東区役所貸室・貸しスペース 3 49 西成区老人福祉センター 3

17 浪速区民センター 2

住之江区

14

東淀川区 8

平野区 10

西成区

№ 区 接種会場
確保ライン数

鶴見区 13

阿倍野区 8

西淀川区 8

淀川区

浪速区 7

住吉区 13

東住吉区 8

港区 8

天王寺区 8
城東区 14

7

10

旭区 8

此花区 6

中央区 8

生野区 11

11

№ 区 接種会場
確保ライン数

№ 区 接種会場
確保ライン数

北区 9

東成区 8

都島区

計画の最大必要ライン数

184ライン

各区必要数の積み上げ

204ライン
合計確保ライン数（49施設） 209

※今後、医師等の確保状況により接種会場数、確保ライン数を見直すことがある。



１－(3)集団接種の課題 会場責任者・連絡員（市職員）の確保①
集団接種会場モデル（１会場当たり４レーンの場合）



１－(3)集団接種の課題 会場責任者・連絡員（市職員）の確保②

項目 職種 区分 人数
検温 事務 委託 1
受付（接種券確認等）事務 委託 2
予診票チェック 看護師 民間派遣 2
相談（必要に応じて） 看護師 民間派遣 2
問診 医師

調整中

接種 医師
ワクチン充填 看護師又は薬剤師
接種介助 看護師
接種後観察 医師

看護師
会場整理・誘導 事務 委託 2

事務 市職員 2

接種済証交付 事務 委託 2
会場責任者 事務 市職員 1

項目 職種 区分 人数
人員調整 事務 市職員 1
問い合わせ窓口 事務 市職員 2

ワクチン管理／
V-SYS入力（集団）

監視員
（薬剤師・獣医師） 市職員 1

看護師 民間派遣 1
事務 民間派遣 1

上記モデルによる集団接種会場人員配置イメージ

区役所人員配置イメージ

※本資料を参考にし、各区において 必要要員を算定中

職種 区分 人数

事務 市職員 3
委託 7

医師 調整中 -

看護師
調整中 -
民間派遣 4

職種 区分 人数

事務 市職員 3
民間派遣 1

監視員 市職員 1
看護師 民間派遣 1

※会議後に赤字部分を修正



本市ワクチン接種実施計画に反映

推進本部会議で報告

１－(4)個別接種の課題 医療機関の確保

令和３年２月19日 府医師会がアンケートを実施
（ワクチン接種を実施する医療機関を把握）

３月上旬 個別接種の協力医療機関の概数を把握

３月中旬



１－(5)個別接種の課題 ワクチンの保管・移送・数量管理①

<ファイザー社>
国内倉庫

<医療資材業者>

針・シリンジ等

国内倉庫

大阪市ワクチン
配送センター（仮称）
（委託）

超低温冷凍庫
〔２か月程度保管可能〕

分配
作業

-75℃ 超低温冷凍保管
ワクチン配送

①（輸送事業者等）
②（委託業者）

冷蔵（2～８℃）
小分け移送ワクチン・生理食塩液

個別接種用ワクチン等配送フロー (令和３年２月１９日現在)

ワクチンと別で配送

※今後、ワクチンの保存や取扱いの緩和などにより変更することがある。

 民間から借り上げた倉庫にて一旦保管し、委託業者が医療機関の求めに応じて分配、配送

 倉庫での保管・管理・配送までを業者に委託

医療機関（個別接種）
約2200施設

冷蔵保管
（自前）

配送センター数は
「１か所～複数か所」を予定

大阪市国

 各医療機関からの受注管理・システム入力（V-SYS）についても業者に委託



１－(5)個別接種の課題 ワクチンの保管・移送・数量管理②

個別接種配送センター設置 工程表 (令和３年２月１９日現在)

 令和３年４月以降に納品される超低温冷凍庫から配送センターに配置し、5月以降に個別接種を開始

※ワクチンの輸入状況等により変更することがある。

中旬 下旬

2月 3月

ワクチン
（個別接種）

4月 5月

DF（超低温
冷凍庫）入荷

計画

配送センター
設置計画

項目
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬

ワクチン

接種

事務従事

８台設置（８区） １４台設置（１４区） ３４台設置

（２区＋配送センター）

５６台設置

（未定）

配送事業委

託事業者選

定・決定

３２台（３４台－２台）

配送センターに設置
ワクチンの保管・

分配・配送準備



高齢者施設の入所者等への主な接種体制構築スケジュール（予定）

〇高齢者施設（1,063）
・特別養護老人ホーム(157) ・介護老人保健施設(85)
・認知症対応型グループホーム(226) ・有料老人ホーム等(595)
〇障がい者施設（307）、生活保護施設等（19）のうち

高齢者が入所（居住）している施設
※入所者数は令和２年12月現在, 従事者数は令和２年５月現在

中旬
２月 ３月 ４月

上旬 中旬 下旬

大
阪
市

高
齢
者
施
設
等

●福祉局ワクチン
接種推進チーム設置

●周知用ホームページ作成
※順次内容更新予定

●接種予定者数（概数）
提出依頼（令和3年２月17日）

●接種予定者数（概算）の把握等

●巡回接種医の調整

●接種医決定

接
種
体
制
確
保
目
途

●報告とりまとめ

下旬

（依頼）

（報告）

●入所者への説明

●接種予定者リスト作成
（従事者含む）

（報告）

●報告とりまとめ

接種券発送

●接種日時決定

●接種予定者
への連絡

（調整結果連絡）

入 所 者 数 約５４，０００人
従 事 者 数 約５０，０００人

接種対象人数（推計 約104,000人）対象施設（1,389施設）

※カッコ内は施設数（令和２年12月現在）

（福祉局）
●接種券付き

予診票の作成
（配布）

●接種予定者
リスト作成依頼

（従事者含む）

１－(7)(8)高齢者施設入所者接種の課題



２ー(1) その他の進捗 接種券の発送から予約、接種までのフロー①

 予約の流れ : 接種券受け取り ⇒ 予約 ⇒ 当日接種

 集団接種の予約時に必要な情報
① 接種券番号
② 生年月日
③ 氏名
④ 接種を希望する日時

 接種当日の持ち物
① 接種券
② 予診票
③ 本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）
※ マイナンバーの確認は行いません。（本人確認書類としてマイナンバーカードを提示いただくことは可能です。）



２ー(1) その他の進捗 接種券の発送から予約、接種までのフロー②

 予約時に「日時、場所のメモ」が可能。
 「当日の持ち物」の確認が可能。

・接種券
・予診票（あらかじめご記入の上、お持ちください。）
・本人確認書類（運転免許証・健康保険証 等）



２ー(1) その他の進捗 接種券の発送から予約、接種までのフロー③



２ー(1) その他の進捗 接種券の発送から予約、接種までのフロー④

基礎疾患のある方に対しては、新型コロナワクチン接種について
あらかじめかかりつけ医に相談いただくようお願いする。

 現在何らかの病気にかかって、
治療（投薬など）をうけていますか。

・心臓病 ・腎臓病 ・肝臓病 ・血液疾患
・血が止まりにくい病気 ・免疫不全 ・その他（ ）

 その病気を診てもらっている医師に、
今日の予防接種を受けてよいといわれましたか。



２ー(2) その他の進捗 コールセンターの設置及びホームページの作成

大阪市新型コロナワクチンコールセンター

１．コールセンターの名称

・令和３年３月１日（月） ・当初開設営業時間:９:００～１７:３０（土日祝含む）

３．オペレータ数

電話番号:０５７０－０６５６７０

FAX番号:０５７０－０５６７６９

２．開設日等

・３月１日開設当初は１５０席～２００席

なお、接種券発送後お問合せの状況に応じて３００席まで増席予定

４．対応内容

５.国・大阪府が設置するコールセンターの役割分担

厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター 開設日 ２月１５日

・コロナワクチン施策の在り方等に関する問合せへの対応

大阪府 コールセンター 開設日 ３月１日（予定）

・医学的知見が必要となる専門的な相談など、市町村では対応困難な問合せへの対応

・優先接種の順位について
・ワクチン接種についての一般的なお問合せ ・接種券の発送状況について ・接種の予約について ・接種券の再発行について



2021年2月24日ページ番号：524920

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について

　大阪市では、新型コロナウイルスワクチン接種を希望する市民の皆さまに、速やかな接種が可能となるよう、国が公表する接種順位を踏まえ、

接種体制の構築を進めています。

開始時期等詳細が決定しましたら、ホームページを更新し、お知らせいたします。

　（令和3年2月24日更新）

ワクチン接種には、接種券、予診票、本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）が必要です。

（ご注意）マイナンバーカードは必要ありません。（本人確認書類として利用することはできます）

トップページ くらし 健康・医療・福祉 健康・医療 感染症・病気に関すること

大阪市民の皆さまへ

講習会のおしらせ（医療従事者の確保）

リンク集

Page 1 of 2大阪市：新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について （…>健康・医療>感染...

2021/02/24https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000524920.html



大阪市新型コロナウイルスワクチン接種推進本部会議について

首相官邸ワクチン特設ページ （外部リンク）

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症のワクチンについて」 （外部リンク）

新型コロナウイルス感染症関連情報 (大阪府ホームページ） （外部リンク）

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 感染症対策課 新型コロナウイルス感染症対策グループ

住所 :  〒545-0051　大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号（あべのメディックス10階）

電話 :  06-6647-0813 ファックス :  06-6647-1029

Copyr igh t  (C)  C i t y  o f  Osaka  A l l  r i gh ts  reserved .

Page 2 of 2大阪市：新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について （…>健康・医療>感染...

2021/02/24https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000524920.html



2021年2月24日ページ番号：528982

よくある質問（Q＆A）

よくある質問（Q＆A）

1　区分：全般

Q1－1　ワクチンを接種するか悩んでいます。

Q1－2　ワクチンは必ず接種しなければならないですか。

Q1－3　ワクチンを接種するための全体の流れを教えてください。

Q1－4　ワクチンを接種すれば感染しないのでしょうか。

Q1－5　ワクチンの効果・持続期間を教えてほしい。

Q1－6　変異株の新型コロナウイルスにも効果はありますか。

Q1－7　ワクチンを接種すれば、PCR検査で陽性になりますか。

Q1－8　国産ワクチンはいつになったらできますか。

2　区分：接種対象

Q2－1　ワクチン接種のスケジュールを教えてほしい。

Q2－2　基礎疾患とは、どんなものが当てはまりますか。

Q2－3　妊婦（妊娠している可能性がある）は接種できますか。

3　区分：接種券

Q3－1　接種券はいつ届きますか。

Q3－2　接種券はどこに届きますか。

Q3－3　住民票と異なる住所地で生活しているため、送付先を変更してほしい。

4　区分：予約

Q4－1　予約はいつからできますか。

Q4－2　集団接種はいつからはじまりますか。

Q4－3　集団接種の予約はどうすればいいですか。

Q4－4　個別接種はいつからはじまりますか。

Q4－5　個別接種の予約はどうすればいいですか。

Q4－6　予約しないと受けることができないのですか。

Q4－7　かかりつけの医師に接種してほしいのですが。

トップページ くらし 健康・医療・福祉 健康・医療 感染症・病気に関すること

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について

新型コロナウイルスワクチンについてのQ＆A

Page 1 of 6大阪市：よくある質問（Q＆A） （…>健康・医療>感染症・病気に関すること）

2021/02/24https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000528982.html



5　区分：接種場所

Q5－1　どこで接種できますか。

Q5－2　接種会場は選べますか。

6　区分：接種日時

Q6－1　土日・祝日も接種を受けられますか。

7　区分：接種

Q7－1　大阪市に住民票を置いていますが、他の自治体で接種することは可能ですか。

Q7－2　ワクチン接種にお金はかかりますか。

Q7－3　ワクチン接種にマイナンバーカードは必要ですか。

Q7－4　ワクチン接種当日、何か必要ですか。

Q7－5　新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に受けることはできますか 。

Q7－6　ワクチンを接種したことの証明書はもらえますか。

Q7－7　持病があるので、ワクチンを接種していいのか心配です。

1　区分：接種

Q1－1　ワクチンを接種するか悩んでいます。

ワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことを目的にしています。

厚生労働省のホームページ などでワクチンについての情報をご確認いただき、正しく知ったうえで、ワクチン接種を受けるかどうかお決めくださ

い。

国等から発信される副反応についての情報は、随時ご確認ください。

基礎疾患治療中の方や妊婦の方などは、事前にかかりつけ医にご相談のうえ、ワクチン接種を受けるかどうかお決めください。

ワクチン接種を受けることをお決めになったうえで、ご予約くださいますようお願いいたします。

Q1－2　ワクチンは必ず接種しなければならないですか。

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、努力義務とされています。

予防接種を受ける方には、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

だいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

Q1－3　ワクチンを接種するための全体の流れを教えてください。

ワクチンは2回接種が必要となります。

①ワクチン接種券が自宅に届く

↓

②1回目のワクチン接種を予約をする

↓

③ワクチン接種1回目（2回目のご案内）

↓

④2回目のワクチン接種を予約する

回答
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↓

⑤ワクチン接種2回目

↓

⑥完了

Q1－4　ワクチンを接種すれば感染しないのでしょうか。

ワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防することができますが、感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種した方か

ら他人への感染をどの程度予防できるのかは未だわかっていません。

ワクチンを受けていない人もおられますので、ワクチン接種後も、手洗いの実施やマスクの着用、大人数での会食を控えるなどの基本的な感染

対策の継続をお願いします。

Q1－5　ワクチンの効果・持続期間を教えてほしい。

ファイザー社のワクチンの治験の結果では、ワクチンを21日間隔で2回接種し、2回目の接種から7日以降におけるワクチンの有効性（発症予防

効果）は約95％でした。

持続期間については、臨床試験や接種が始まってから時間があまり経過していないことから、明らかになっていません。

Q1－6　変異株の新型コロナウイルスにも効果はありますか。

一般論として、ウイルスは絶えず変異をおこしていくもので、小さな変異でワクチンの効果がなくなるというわけではありません。

ファイザー社のワクチンでは、変異株の新型コロナウイルスにも作用する抗体がつくられた、といった実験結果も発表されています。

Q1－7　ワクチンを接種すれば、PCR検査で陽性になりますか。

新型コロナウイルスワクチンは、ウイルスのタンパク質をつくるもとになる情報の一部を注射することで、ウイルスに対する免疫を作り出しています。

ウイルス自体を体内に投与してはいませんので、接種をすることでPCR検査が陽性になることはありません。

Q1－8　国産ワクチンはいつになったらできますか。

現時点で時期は未定です。国内では数多くの企業や研究機関がワクチンの開発や生産体制の整備に取り組んでいます。一般的に、ワクチンの

開発には年単位の期間がかかります。現在、新型コロナウイルス感染症のワクチンについては、早期の実用化を目指し、通常より早いペースで

開発が進められています。

2　区分：接種対象

Q2－1　ワクチン接種のスケジュールを教えてほしい。

国から示された接種順位は、

1.医療従事者等

2.高齢者（令和3年度中に65歳に達する方）

3.高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方

4.それ以外の方

となっております。

医療従事者等への接種は大阪府が準備を進めています。

大阪市では、高齢者（令和3年度中に65歳に達する方）への接種を、4月上旬から始められるよう準備しています。

Q2－2　基礎疾患とは、どんなものが当てはまりますか。

1. 基礎疾患のある方で、以下のいずれかに当てはまる方です。

以下の病気や状態の方で、通院 /入院している方（診断書等の提出の必要はありません）

　・慢性の呼吸器の病気
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　・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、また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（治療中の悪性腫瘍を含む）

　・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（呼吸障がい等）

　・染色体異常

　・重症心身障がい（重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態）

　・睡眠時無呼吸症候群

2. 基準（BMI30以上）を満たす肥満の方

　※BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

　※BMI30の目安：身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

Q2－3　妊婦（妊娠している可能性がある）は接種できますか。

妊娠中の方もワクチンを受けることができます。ただし、今のところ、妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、安全性に関するデータが限ら

れていることから、接種のメリットとデメリットをよく検討して接種を判断いただくこととしています。

日本産婦人科感染症学会・産婦人科学会では「感染リスクが高い医療従事者、重症化リスクがある可能性のある肥満や糖尿病など基礎疾

患を合併している方は、ワクチン接種を考慮する」と提言されています。ワクチンを受けるかお悩みの方は、主治医と相談してください。

また、不妊治療中の方は、ワクチン接種について、主治医にご相談のうえ、ワクチン接種を受けるかどうかお決めください。

3　区分：接種券

Q3－1　接種券はいつ届きますか。

高齢者（令和3年度中に65歳に達する方）につきましては、接種券を3月下旬以降に発送する予定です。

それ以外の方につきましては、国の指示に基づき順番に発送していく予定ですが、発送時期は未定となっております。

発送時期が決まり次第、ホームページや広報等でお知らせいたします。

Q3－2　接種券はどこに届きますか。

住民票所在地に届きます。

Q3－3　住民票と異なる住所地で生活しているため、送付先を変更してほしい。

住民票に登録されている住所に送ります。

郵便局へ転送届をしていれば、転送先の住所に届けますので、手続きをご検討ください。

4　区分：予約

Q4－1　予約はいつからできますか。

接種券がお手元に届いてから、予約が可能です。

Q4－2　集団接種はいつからはじまりますか。

大阪市では、高齢者（令和3年度中に65歳に達する方）への接種を、4月上旬から始められるよう準備しています。開始時期につきまして

は、今後、ホームページや広報等でお知らせいたします。
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Q4－3　集団接種の予約はどうすればいいですか。

インターネットでウェブ予約またはコールセンターで電話予約してください。

ウェブ予約専用サイトおよびコールセンターを設置予定です。

詳しくは、接種券に同封されているチラシをご覧ください。

Q4－4　個別接種はいつからはじまりますか。

現在、個別接種については、関係機関と調整中です。

開始時期につきましては、今後、ホームページや広報等でお知らせいたします。

Q4－5　個別接種の予約はどうすればいいですか。

医療機関に直接ご予約いただく予定です。

＊現在、個別接種については、関係機関と調整中です。

詳細が決まり次第、ホームページや広報等でお知らせいたします。

Q4－6　予約しないと受けることができないのですか。

予約が必要になります。

Q4－7　かかりつけの医師に接種してほしいのですが。

診療所などでワクチン接種が受けられるように、現在調整中です。詳細が決まり次第、ホームページや広報等でお知らせいたします。

5　区分：接種場所

Q5－1　どこで接種できますか。

集団接種会場については、各区役所附設会館（区民センター、区民ホール等）やスポーツセンターなどお住まいの区で接種を受けていただけ

るよう、調整を行っています。

その他、お近くの医療機関でも接種出来るよう、調整を行っています。

詳細が決まり次第、ホームページや広報等でお知らせいたします。

Q5－2　接種会場は選べますか。

お選びいただけます。接種会場については、現在調整中です。詳細が決まり次第、ホームページや広報等でお知らせいたします。

6　区分：接種日時

Q6－1　土日・祝日も接種を受けられますか。

集団接種においては、土曜日、日曜日、祝日の接種もできるように検討しています。

7　区分：接種

Q7－1　大阪市に住民票を置いていますが、他の自治体で接種することは可能ですか。

国が示した次の項目に当てはまれば、他の自治体でも接種が可能な場合があります。

（1）出産のために里帰りしている妊産婦

（2）単身赴任者　　　　等

（3）大阪市外の住所地施設の入院・入所者

（4）基礎疾患を持っており、大阪市外の住所地施設の主治医のもとで接種を受ける場合
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（5）災害による被害を受け、他自治体に住んでいるもの

（6）拘留または留置されているもの、受刑者

なお、（1）～（2）の場合は市町村への申請が必要となります。

（申請方法については、決まり次第お知らせいたします）

Q7－2　ワクチン接種にお金はかかりますか。

無料（公費負担）です。

予約金、手数料、接種料など、一切かかりません。

新型コロナウイルスワクチンの接種に便乗した不審な電話や詐欺行為等には十分ご注意ください。

Q7－3　ワクチン接種にマイナンバーカードは必要ですか。

マイナンバーカードは必要ありません。

Q7－4　ワクチン接種当日、何か必要ですか。

当日の持ち物については、接種券と予診票、本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）が必要となります。詳しくは、接種券に同封され

ているチラシをご覧ください。

予診票は、事前にご記入のうえ、接種会場にお越しください。

また、ワクチン接種は上腕への筋肉内注射となりますので、着脱しやすい服装でお越しください。

Q7－5　新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に受けることはできますか 。

原則として、新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種できません。 新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワク

チンを受けてから2週間後に接種できます。

Q7－6　ワクチンを接種したことの証明書はもらえますか。

接種券には、「予防接種済証」欄が設けられています。

Q7－7　持病があるので、ワクチンを接種していいのか心配です。

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチン接種を受けるかどうかお決めくださ

い。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 感染症対策課 新型コロナウイルス感染症対策グループ

住所 :  〒545-0051　大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号（あべのメディックス10階）

電話 :  06-6647-0813 ファックス :  06-6647-1029

Copyr igh t  (C)  C i t y  o f  Osaka  A l l  r i gh ts  reserved .
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２ー(3) その他の進捗 接種券等の段階的発送について
・接種券は、発送直後のコールセンターへの問い合わせや予約電話の集中を避けるため、
段階的発送を行う。
発送対象数:約73万人 (令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)

令和3年度中に次の年齢となる方 発送予定日 割合 人数

65歳～68歳 昭和32年4月1日生
～昭和28年3月31日生

15.9％ 約12万人

69歳～72歳 昭和28年4月1日生
～昭和24年3月31日生

18.8％ 約14万人

73歳～77歳 昭和24年4月1日生
～昭和19年3月31日生

21.8％ 約16万人

78歳～83歳 昭和19年4月1日生
～昭和13年3月31日生

21.4％ 約15万人

84歳以上 昭和13年4月1日生以前 22.1％ 約16万人

国のスケジュールに
合わせて段階的に発送

・高齢者については、集団接種から開始（個別接種は１か月後に開始予定）するため

接種会場までの移動、施設入所者の割合などを考慮し、65歳の方から段階的に発送。

＜事例＞


