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① 接種を行う医療機関向けのお知らせ（接種手技の動画やリーフレット等） 

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

 

② 厚生労働省 新型コロナワクチンについて 

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

 

③ 厚生労働省が発出する通知・事務連絡 

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

 

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①                ②                        ③ 

・本手引きは、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引

き」「予防接種（筋肉注射）における個人防護具の使い方」「医療従事者のための

新型コロナウイルスワクチンを安全に接種するための注意とポイント」等を参考

に作成しています。 

・高齢者施設等での接種にあたっては、「横浜市新型コロナワクチン基本型・サテラ

イト型接種施設市民接種マニュアル（以下、『医療機関向けマニュアル』）」と併せ

て本手引きをご参照ください。 

・施設接種において使用するワクチンは、「ファイザー社」若しくは「モデルナ社」

です。 

・今後の検討状況により随時追記され、内容を変更する可能性があります。  

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html
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改版履歴 発行日 改訂内容 

初版 R3.4.8 初版 

1.1版 R3.4.30 ・１章 施設等での接種に係る事前準備（P1～2） 

・ワクチン配送方法に関して追記(P7～8) 

・ワクチンの保存について、冷凍を推奨(P10) 

・ワクチンが余った場合の対応について追記（P16） 

・医療法の届出について追記（P19） 

・陽性者が発生した場合の連絡について追記(P20～21) 

・全体の大まかな流れについて追加(P22) 

2.0版 R3.5.31 ・ワクチン保管方法について（P1、10） 

・接種券付き予診票について（P2） 

・使用済バイアルの注意（P12） 

・副反応時の対応（P16） 

2.1版 R3.6.10 

 

・接種予定者リストの取り扱い（P1） 

・予診票書式の追加（最終頁） 

2.2版 R3.6.18 ・接種予定者リストの取り扱い（P1） 

・受付、予診時の注意点（P13） 

・余剰ワクチンの運用について（P16） 

・V-SYSについて（P19） 

・ワクチンロス、間違い接種時の連絡について（P20） 

3.0版 R3.11.30 ・３回目接種に関する別紙を作成 

・現状に即した時点修正 

3.1版 R4.1.19 ・使用するワクチンの種類を追加 

3.2版 R4.10.18 ・現状に即した時点修正 

3.3版 R5.3.16 ・令和５年春開始接種実施に関する加除訂正 
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【１章 施設等での接種に係る事前準備】       

１ 施設との調整 
施設から接種の依頼がありましたら、実施可否についてご検討ください。令和５年春

開始接種は、特に重症化リスクが高い方が対象となっています。高齢者施設等は重症

化リスクが高い利用者が多く集団生活を送っていますので、早期に接種を実施するた

めに、是非ご協力をお願いいたします。実施が決定した場合は、(1)以降の準備を進

めてください。 

 

(1) 巡回健診または診療所開設の手続き 

     高齢者施設等、医療機関以外の場所で接種を実施する場合、予防接種の実施状況

に応じて、巡回健診又は診療所開設の手続きを行う必要があります。ただし、施設又

は施設内の医療機関が接種を実施する場合は、届出等は不要です（介護老人保健施設

など）。 

① 巡回健診に該当する場合(同一施設で 1週間以上連続して実施しない場合) 

巡回健診実施計画届出書を事前に提出してください（事前の提出が困難な場合は、

新型コロナワクチンの予防接種に限り、事後速やかに提出することも可能です）。 

② 同一施設で 1週間以上連続して実施する場合 

手続きについて事前に横浜市健康福祉局医療安全課に相談してください。 

届出書等は、電子申請又は郵送、来庁により提出ください。 

 

  ≪届出等の提出先及び問い合わせ先≫ 

  ・提出先：横浜市健康福祉局医療安全課 

    〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 

 ・電話番号： 病院が実施医療機関の場合 045-671-3656 

        診療所が実施医療機関の場合 045-671-2414 

 ・電子申請及び届出等様式のホームページ 

 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/eisei/byouin.html 

 

(2) 接種予定者リストの作成（※原則施設が作成します） 

施設は、利用者・従事者に対してワクチン接種の意向を本人や家族等に確認し、

施設接種希望者の氏名や希望者数についてリストを作成し、把握します。 

  

(3) 接種スケジュール作成 

施設と接種日等の調整を行ってください。一度での接種が難しい場合は、施設と

調整のうえ、接種希望者をグループ分けし、複数日に分けて接種を行います。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/eisei/byouin.html
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重要 

なお、ファイザー社のワクチンは１バイアルあたり６人の接種が可能なため、接種

グループ分けに際しては、“６”の倍数の人数となるよう意識してください。 

(注*)モデルナ社オミクロン株対応ワクチンを使用する場合は５の倍数となります。 

 

 ［例］ファイザー社ワクチンを使用して、90人を４日間に分けて接種する場合 

 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 

利用者 48人 24人 24人   

従事者 42人 12人 12人 6 人 12人 

合計 90人 36人 36人 6 人 12人 

※１日の接種予定者数は“６”の倍数 

 

(4) 接種券・予診票の準備（※原則施設が行います） 

   住民票所在地に接種券と予診票が送付されます。住民票所在地がご自宅の利用者

はご家族へ転送等を依頼するなど、施設が接種日までに手配します。 

  接種事故防止のため、原則、接種券なし接種は行わないようお願いします。 

 ※ただし、やむを得ず接種券が間に合わなかった方については、前回接種の予診票または

接種済証等により接種対象者であることが確認できた場合のみ、接種を実施してください。 

 

 (5) ワクチンの注文 

   ワクチンの注文は医療機関が行い、原則として当該医療機関へ配送されます。

施設における接種スケジュールにも関わりますので、ワクチン受取後は適切な

管理をお願いします（詳細は『医療機関向けマニュアル』を参照）。 

《施設接種用のワクチンを注文する際の注意点》 

入所者等の接種に使用するワクチンについては、各週の配分上限とは別に分配

するため、自院配送分と区別し必ず『施設配送分』にワクチン所要量をご入力

ください。 

自院接種分にまとめて入力した場合、希望通りの配送が受けられないことがあ

ります。 
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配送受付サイト画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《施設で初回接種を実施する場合》 

初回接種（１、２回目）を行う場合は、別途、従来ワクチン（ファイザー）を

配送しますので、ワクチン接種調整等担当（ir-v-ssv@city.yokohama.jp）あて

に下記を記載の上、【ワクチン配送を希望する週の３週間前の金曜日】までにメ

ールでご連絡ください。 

メール件名：【初回接種】新型コロナワクチン配送依頼 

メール本文：①医療機関番号 

②医療機関名 

③配送先（医療機関所在地） 

④接種を行う施設名 

        ⑤医療機関担当者名 

⑥医療機関電話番号 

          ⑦受け取り希望時期 

        ⑧申込バイアル数 

        ⑨休診日 

 

 (6) 必要物品について（医療機関で準備するもの） 

ア  医療機関から高齢者施設等へ移送で用いるもの 

要件を満たす保冷バッグ（バッグ、保冷剤、バイアルホルダーのセット） 

気温 35℃で、12時間以上２℃～８℃を維持できるもの 

 

ここをクリックすると施設配送分の入力ができます 

※施設名、施設所在区、納入希望量（バイアル）を入力してください 
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※数量に限りはありますが、横浜市から貸与等が可能な場合があります。 

イ 予診等で用いるもの 

① マスク（医療従事者用） 

② 使い捨て手袋 

③  体温計 

④ 使い捨て舌圧子（必要に応じて） 

ウ 接種で用いるもの 

①  消毒用アルコール綿（アルコール過敏症の被接種者用にクロルヘキシ 

ジン等のアルコール以外の消毒綿も用意すること。） 

② トレイ 

③  医療廃棄物容器、針捨て容器 

④ 手指消毒剤  

エ 救急用品（代表的な物品の例） 

① 血圧計、静脈路確保用品、輸液セット、生理食塩水 

② アドレナリン（エピネフリン）（※）、抗ヒスタミン剤、抗けいれん剤、 

副腎皮質ステロイド剤等の薬液 

     ※救急用品として具備するアドレナリン（エピネフリン）製剤については、病

院等においては、原則としてアンプル製剤（ボスミン®注1mg）又はシリンジ

製剤（アドレナリン注 0.1%シリンジ「テルモ」）によることを想定している。

特設会場等については、自己注射薬（エピペン®注射液 0.15mg/0.3mg）によ

ることも想定される。 

オ 事務用品 

ボールペン（赤・黒）、日付印、スタンプ台、はさみ 

 

(7)  救急体制の確認 

接種会場においてアナフィラキシー等が発生した場合の救急体制の確認をお願

いします。具体的には救急用品の置き場や使用方法、救護スペースの場所、スタ

ッフの役割分担、初期対応を行う場合の対応方法（搬送先の医療機関の確認を含

む。）等をあらかじめ施設とご確認ください。 

 

２ 人員・場所 

(1) 人員体制 

 次の人員体制を参考に医療機関や施設の状況に応じて体制を組んでください。 

ア 予診及び接種担当(１チーム) 

①  予診担当 医師：１名 

②  接種担当 医師（予診と同じ医師での対応可）又は看護師：１名 
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③  薬液充填及び接種補助担当 看護師又は薬剤師：１名 

 イ 経過観察、その他 

① 接種後の状態観察担当：必要人数（看護師等の医療従事者が望ましい。   

介護従事者等でも可能） 

② 検温、記録、予診票確認、接種済証の発行等をする事務職員：必要人数 

[参考]利用者接種シミュレーションの様子 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 接種場所 

・インフルエンザ等のワクチン接種を基本に、共有スペースや居室等で実施 

・接種後、15～30分間経過観察を行う必要があるため、共有スペース等にて、一

定程度の人数を集めて実施することが望ましいです。 

 

                         

 

                          

                         

 

 

  

 

 

             [参考]従事者接種シミュレーションの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［居室での接種］ 

（居室ごとの経過観察の人員配置が必要） 

医師１名 ：予診、接種      

看護師２名：接種補助等 

事務１名 ：接種済証の発行等 

従事者数名：接種した利用者に 

応じて経過観察 

     

［食堂等の共有スペースで接種］ 

（各テーブルを接種チームが巡回して接種） 

経過観察スペースに 

ベッドや救急物品を 

準備しておくと安心です。 
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【２章 接種】                                                            

１ 接種当日の流れ 

(1)  会場設営（平時のワクチン接種を参考に） 

     ・受付、待機場所 

     ・予診、接種ブース 

     ・経過観察スペース 

     を確保し、椅子等の什器を準備する。 

 (2) 着衣の準備 

       接種部位（上腕の三角筋）を露出させやすい服装に整えます。 

(3)  検温、血圧測定等 

     接種予定者の検温、血圧測定（必要に応じて） 

(4) 予診票の事前確認 

     記入漏れ、既往歴等の確認（要観察者の抽出） 

(5)  接種準備(協力医また施設看護師等) 

  注射器への吸引 

  ※初回接種用の従来ワクチン(ファイザー)は希釈が必要です。 

 (6) 受付 

接種予定者リスト等をもとに、接種対象者本人かを確認します。 

受付を設けない場合は、予診時の本人確認を一層徹底する必要があります。 

(7) 予診 

接種を行う前に問診、検温及び診察を行い、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     

調べます。必ず、接種医が被接種者の氏名を確認できるようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短時間で効率よく接種を進めるため

には、予診票等の記載内容について

事前確認しておくことが重要です。 

事前にチェックするポイントなど

は、接種医師が一緒に確認します。 

※十分な予診を行わないことにより、対象者の確認等がされず、全国的に間違い 

接種が起きています。 

被接種者本人か、接種間隔が適切かどうかなど、必ず確認を行うようにします。 
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ア 副反応等に関する説明及び同意 

予診の際は、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こりえる   

副反応やまれに生じる重い副反応、予防接種健康被害救済制度について、   

新型コロナワクチンの接種対象者又はその保護者がその内容を理解しうるよう 

適切な説明を行い、予防接種の実施に関して文書により同意を得た場合に限り 

接種を行います。  

※本人から直接意思確認を行うことが困難な場合であっても、家族や  

嘱託医などの協力を得ながら接種についての本人同意を確認できた場合

には接種を行うことが可能です。 

 イ 接種歴の確認 

予診を行う医師は、予診票や予防接種済証により、接種回数（〇回目）や接種

完了日を確認し、２回目以降の接種の場合は、過去に接種したワクチンの種類や

接種間隔が適切に保たれているかを必ず確認します。 

ウ 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、次の接種不適当者に該当する疑いのあると判断 

される者に対しては、当日は接種を行いません。 

① 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のある者で      

本予防接種を行う必要がないと認められるもの 

② 明らかな発熱を呈している者（※） 

③ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

④ 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 

⑤ 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 

※明らかな発熱とは、通常 37.5℃以上の発熱をいいます。 

(8)  ワクチンが余った場合の対応 

前述のとおり、ワクチンは１バイアルあたり６人(注*)の接種を行うことができま

すので、１日の接種予定者数が６の倍数(注*)となるよう意識し、ワクチンの余剰が

生じないよう十分にご留意ください。 

(注*)ファイザー社ワクチンの場合です。モデルナ社オミクロン株対応ワクチンを使

用する場合は５の倍数となります。 

当日の体調不良などにより、万が一ワクチンの余剰が発生した場合は、接種を 

行うことが可能な時期が到来している者（＝接種券を保有している者）への接種が

可能です。当該被接種者が２回目以降の接種である場合は、接種間隔が適切で  

あるか否かを必ず確認してください。 

 ＜余剰が発生した際の対応例＞ 

・別日に接種する予定であった入所者や従事者へ接種 

・医療機関で個別接種を行う予定であった従事者へ接種 
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(9) 新型コロナウイルス陽性者・濃厚接触者が発生した際の接種実施判断 

施設接種の計画期間中に、施設内で新型コロナウイルス陽性者及び濃厚接触者が発

生する例が生じています。 

その際の施設接種実施可否および回復後の実施時期については接種医師が判断しま

す。（感染回復後３か月と一律に決まっているものではありません。） 

【参考】厚生労働省 新型コロナワクチン Q&A 

（https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0028.html）一部抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0028.html
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(10) 接種に当たっての事務・注意点等について 

※『医療機関向けマニュアル』もあわせてご確認ください。 

※やむを得ず接種券が間に合わず接種を行った方を除き、接種後、可能な限り当

日中に VRSの読み取りをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[参考]「接種券」のシールの貼付などについて 

    

  

＜予診票＞ 

  

＜接種券（シール台紙）＞ 

「接種券」のシールは、接種時に台紙から剥がして、

予診票の所定の欄に貼付します。 

（医療機関が持ち帰ります。） 

接種したワクチンに附属する「ロット番号シール」を 

ここの貼付することで、この台紙がワクチンの『接種

済証』となります。 

当該ワクチンを接種した証明となりますので、大切に

保管してください。 

 

VRSの読み取り忘れや、接種日・ワクチン種類を正しく入力せずに読み取ったことにより、次回

の接種券が発行されなかったり、既に接種済みでありながら再度接種券が発行されたりと、非常

に大きな影響が発生しています！VRSの読み取りは迅速・正確にお願いします。 
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【参考】施設接種の大まかな流れ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 作業 主体 相手 
① 接種日や接種人数(利用者・従事者)の相談 施設 医療機関 
② ワクチンのオーダー 医療機関 配送センター 
④ ワクチン配送日の連絡 配送センター 医療機関 
⑤ 接種実施日の確定の連絡 医療機関 施設 
⑦ ワクチンの送付 配送センター 医療機関 
⑧ ワクチンの移送、接種実施 医療機関 施設 
⑨ VRS(タブレット)による接種券読み込み 医療機関又は施設 - 
⑩ V-SYSへの入力(ワクチン受領数、使用数など) 医療機関 - 
⑪ (該当者がいれば)副反応の報告 医療機関 PMDA 

⑫-1 費用請求(住民票横浜市内) 医療機関 
横浜市 又は 
医師会(加入の場合) 

⑫-2 費用請求(住民票横浜市外) 医療機関 国保連合会 
 

医療機関施設

横浜市 配送センター

①

② ④

⑤

⑦

⑧⑨ ⑩

⑪

⑫-1

⑫-2

医師会

【事前準備】
・利用者、従事者の接種意思確認
・家族等への接種券送付依頼

【事前準備】
・接種実施医療機関に
なるための手続き

PMDA

国保連


	※十分な予診を行わないことにより、対象者の確認等がされず、全国的に間違い
	接種が起きています。
	被接種者本人か、接種間隔が適切かどうかなど、必ず確認を行うようにします。

