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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

（第 5 版）」「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（第 4.1 版）」「予防接種（筋肉注射）における個人防護具の使い方 

（初版）」「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」のほか、本市における高齢者施設接種シミュレーション

や４月 12日からり開始されたワクチン接種を参考に作成しています。 

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

モデルナ社製」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。  

・３回目接種については、「高齢者施設等での接種に関する手引き（別紙）」を  

ご一読ください。 

・医療機関向けの内容については、「横浜市新型コロナウイルスワクチン    

（ファイザー社製）基本型・サテライト型接種施設マニュアル（以下、『医療機関 

向けマニュアル』といいます）」をご参照ください。（介護老人保健施設など、   

医療機関として接種を行う場合） 

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 
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【１章 施設等での接種に係る事前準備】       

１ 接種実施計画の作成 
(1) 接種実施医療機関（以下、「医療機関」という）との調整 

医療機関と施設での接種可否について確認し、実施の方向性が確定した場合は、

(2)以降の準備を進めてください。 

実施しない場合は利用者・従事者へその旨を周知し、接種希望者に対して、    

各自が個別医療機関等で接種を受けるよう案内してください。 
 

(2) 接種予定者リストの作成（施設での接種を行う場合） 

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、接種管理

のため、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、把握して  

ください。接種予定者リストの横浜市への提出は不要です。 

 (3) 接種スケジュール作成、調整 

医療機関と接種日の調整を行ってください。１回のワクチン配分で希望者全員の

接種が難しい場合や施設の運営上一度での接種が難しい場合は、医療機関と調整の

うえ、接種希望者のグループ分けが必要です。 

なお、ファイザー社製のワクチンは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)武田／モデルナ社製のワクチンを使用する場合は、“15”の倍数となります  

ので、同様にグループ分けを行ってください。 

 ［例］ファイザー社製ワクチンを使用して、２月１日に医療機関に配送された  

90人分のワクチンを４日間に分けて接種を実施する場合 

 ２月５日 ２月６日 ２月７日 ２月８日 

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 

   住民票所在地に接種券と予診票が送付されるため、ご家族に依頼するなど、  

接種日までに施設に届くよう手配してください。 

【接種券再発行の手続き】 

ア 住民票所在地が横浜市内の場合≪入所者≫ 

家族不在など、やむを得ない事情により接種券を施設に届けられない場合は、

施設へ直接発送するよう次の web ページから再発行申請を行うことが可能です。 

【施設入所者・長期入院患者等の接種券の再発行について（横浜市ＨＰ）】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/shigai-shisetsu.html 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/shigai-shisetsu.html
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イ 住民票所在地が横浜市内の場合≪従事者≫ 

   次の webページにより、再発行申請を行ってください。 

  【新型コロナウイルスワクチン接種券の再発行について（横浜市ＨＰ）】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/saihakkou.html 

 ウ 住民票所在地が横浜市外の場合≪入所者・従事者≫ 

   住民票所在地自治体から再発行を受ける必要があります。各自治体まで  

お問合せください。 

 

［注意］市外からの転入者の場合 

   市外からの転入により新たに横浜市民になられた方には、転入手続き後  

２週間程度で市から「接種券発行の申請書」を発送しています。当該申請を 

行っていない場合は、接種券の発行が行われません。 

   申請を行っておらず、市から到達した申請書様式を紛失した場合などに  

ついては、次の web ページから申請書をダウンロードの上、手続きを行って 

ください。 

【転入者の方の個別通知（接種券）の発送について（横浜市ＨＰ）】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/tennyusya.html 

  

※予診票（ひな形）は次の webページからダウンロードすることも可能です。 

【新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材（厚生労働省ＨＰ）】 

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

 

※３回目接種については『高齢者施設等での接種に関する手引き（別紙）』を参照

ください。 

 

(5) 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、予定どおり施設内での接種を実施するか否かの

判断は接種医師が判断しますので、速やかに当該医療機関へご相談ください。 

 

 

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) 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/saihakkou.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/tennyusya.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html
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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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

※接種シミュレーションでは、共有スペースで８名の予診、接種を行いました。 

開始から終了までの計測時間は、約 15分でした。さらに経過観察時間も加わります。 

［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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３ ワクチンの配送及び必要物品等について 

 (1)  配送及び必要物品 

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

詳細については『医療機関向けマニュアル』を参照ください。また、接種に必要な 

物品についても、基本的に医療機関が用意します。 

 

 (2) ワクチンの保管期限（温度管理） 

医療機関はワクチンを受領後、適正な温度下においてワクチンを保管します。 

ワクチンの保管期限は、保管状態によって異なります。施設における接種    

スケジュールにも関わりますので、各施設においてもご承知おきください。 

 

（例：ファイザー社製ワクチンの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一度、冷蔵状態で保管したワクチンを冷凍庫に戻すことは禁止されています。 

・本ワクチンの接種開始当初は冷蔵状態での保管期限は５日間でしたが、現在は 

冷蔵での保管期限が１か月となっています。医療機関へは、再凍結防止の観点 

から冷蔵保管を中心に取り扱うよう推奨しています。 

 

※武田／モデルナ社製ワクチンの取扱いについては、厚生労働省のＨＰをご参照ください。 

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

 

 

 

ワクチン保管場所 保管方法 使用可能期間 その他留意事項など

配送日を含め14日間

［冷凍庫から取出した場合］
取出した日を含め１か月

（冷凍保管の日数含め、最大44日間使用可能）

・一回に限り、ＤＦに戻す事が可能
  ※解凍は冷蔵状態で２時間、常温で30分
　※希釈後のワクチンは２～30℃で保存

１か月

・解凍されたワクチンを再凍結しないこと
　（冷蔵庫で０℃以下の保管を行ってはならない）
・生理食塩水で希釈後の使用期限は６時間
　※希釈後のワクチンは２～30℃で保存

施設接種のための輸送
（医療機関→高齢者施設）

[ＤＦ、冷凍庫から取出した場合]
取出した日を含め１か月

[冷蔵庫から取出した場合]
冷蔵保管を開始した日を含め１か月

※保冷バックから、冷蔵庫に移した場合

＜保冷バックの仕様＞
・バック、保冷剤、バイアルホルダーのセット
　　容量10L程度
　　外気温35℃で12時間以上２～８℃を維持できるもの

・移送時に自転車やバイクの使用は避ける
・移送時はバイアルホルダーで固定
・移送時間は３時間以内を原則（６時間を超える移送は不可）
・保冷バックの開閉は２分以内、最大６回（１回開閉した後は
30分以上の間隔をあける）
・生理食塩水で希釈後の使用期限は６時間
　※希釈後のワクチンは２～30℃で保存

診療所
【サテライト型接種施設】

冷蔵庫
冷蔵保管

（２℃～８℃）

冷凍庫
冷凍保管

（-25℃～-15℃）

保冷バッグで移送

（２℃～８℃）

※徒歩もしくは車

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

     ※巻末の参考資料も参考にしてください。 

 (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(協力医または施設看護師等) 

  薬剤の希釈、注射器への吸引 

 (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、接種医師にご確認ください。 

※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。 

※特に３回目接種については『高齢者施設等での接種に関する手引き（別紙）』

を参照ください。 

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人の接種を行うことができます 

ので、接種計画の作成に際しては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*)ファイザー社製ワクチンの場合です。武田／モデルナ社製ワクチンを使用する

場合は、15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。 
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 ＜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 

※特に３回目接種については『高齢者施設等での接種に関する手引き（別紙）』を 

参照ください。 

 (9) 接種に当たっての事務・注意点等について 

介護老人保健施設など、医療機関として接種を行う場合は『医療機関向け   

マニュアル』をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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。 
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【参考】施設接種の大まかな流れ           
 

※老健、特養の診療所(V-SYS登録した場合)は、「医療機関」の部分も読み替えて、施設で実施

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。

