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高齢者施設等における春開始接種の概要
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対象者

前回接種から３か月経過した市内・市外すべての

★ 施設入所者
★ 施設従事者

使用ワクチン

★オミクロン株対応２価ワクチン
（ファイザーまたはモデルナ）

※初回（１・２回目）未接種の方は、従来株ワクチンでの接種になりますので、
接種医療機関へご相談ください。

開始時期

★令和５年５月８日（月）

高齢者施設等の接種時期は５月～６月！

ワクチンの種類は
接種医療機関により
異なります



春開始接種について（フローチャート）
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コロナワクチン
の接種を受けた
ことがある？？

ない・１回のみ

２回まで接種済

３回まで接種済

４回まで接種済

５回まで接種済

従来型ワクチンを接種

３か月経過していれば・・・

オミクロン株対応
２価ワクチンを接種

春開始接種も
１人１回！！

春開始接種



ワクチンについて
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春開始接種用のワクチン 初回接種用のワクチン

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

４月３日(月)～１４日(金)の間に
先行して施設へ直送しますので、
施設、医療機関からの注文は不要です※１

(受取方法等については17ページ以降をご確認下さい)

医療機関から従来型ワクチ
ン（ファイザー）を注文し
てもらいます。

医療機関に
・初回接種希望であること
・その人数
をお伝えください。上記以外の施設

これまで通り、
医療機関から注文してもらいます。

ワクチン配送の関係上、３月中に
医療機関へ希望人数を伝えよう
人数変更は４月上旬までに伝えよう

（※１）特養・老健については、このあと接種計画でご回答いただく人数等をもとにワクチンを直送します。



接種券について

★横浜市内に住民票のある方は、

４月２４日（月）から順次お届けします。

※詳細は市ホームページ（「横浜市 接種券」で検索）よりご確認ください。

★市外に住民票のある方は、

お住いの自治体のホームページ等にて、届く時期をご確認ください。

★オミクロン株対応ワクチン未接種の方は

お手元にある接種券をご使用下さい。 接種日までに接種券が間
に合わなかったらどうし
よう…

→次のページへ

4



接種日までに接種券を揃えるために
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【時期】 【すること】

①いますぐ
自宅に接種券が届く場合、
届き次第すみやかに施設へ送付するよう事前にご家族等へ依頼

②２週間前までに

【市内在住のみ】
接種券の回収が難しい方は施設から下記より再発行申請を行ってください。
申請後、10営業日程度で施設へ接種券を直送します。

■施設入所者・長期入院患者等の接種券の再発行について
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/shigai-shisetsu.html

★市外在住で接種券が間に合わない方

★市内在住で上記の対応をしても接種券が間に合わない方

春開始接種（５～６月）に限り、

これらの方の接種券を待つことなく早期に施設接種を実施してください

詳細は
次のページ！

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


接種券が間に合わない方の接種を行う場合①

★必ず、前回の「予診票」または「接種済証」で、

前回接種日から３か月経過していることを確認してください。

★いつごろ接種券を回収することができるのか、

事前に必ず確認してください。

★接種後は、その方が接種したことを接種者リスト等に必ず記録し、

共有してください。（再接種防止）

★接種後は、すみやかに接種券を回収し医療機関へ提出してください。

6

退所や退職する予定
がある場合は、その
前に必ず回収しなけ
れば…



接種券が間に合わない方の接種を行う場合②
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接種券が間に合わない方の接種を行う場合③

8※横浜市ではこちらの「接種券（兼）接種済証（シール型）」を使用します



準備すること（まとめ）
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【通常】 【接種券を待たず実施する場合】

すぐに

・接種予定者リストの作成
・ご家族への説明、必要に応じて同意
・接種券の転送依頼（自宅に届く場合）
・医療機関との調整

・接種予定者リストの作成
・ご家族への説明、必要に応じて同意
・接種券の転送依頼（自宅に届く場合）
・医療機関との調整

２週間前までに
・接種券再発行申請
（接種券がない方がいる場合）

・接種券再発行申請
（接種券がない方がいる場合）

前日までに
・接種予定者リストの確認
（接種券の記載内容と一致しているか）
・接種券が全員分揃っているか確認

・接種予定者リストの確認
（接種券の記載内容と一致しているか）
・接種券が届いていない方：前回の予診票または
接種済証により接種対象者であることを確認

当日までに
・全員分の予診票（記入済み）を揃える
・接種券と予診票の内容に矛盾がないか確認

・全員分の予診票（記入済み）を揃える
・接種券と予診票の内容に矛盾がないか確認

接種後すぐに
・接種記録（VRS読み取り）を行う
・施設保管用の予診票の控えを取る

・接種記録（VRS読み取り）を行う
・施設保管用の予診票の控えを取る
・接種券なし接種を行った方の接種券を回収し、
すみやかに医療機関へ提出

※ 上記のうち、医療機関が行っている作業については引き続き医療機関に対応してもらって構いません。

別紙「事故防止チェックリスト」を使おう



接種予定者リストの様式について

指定の様式はございませんが、

事故防止のため下記項目は入力するようにしてください。

・氏名

・利用者/従事者

・これまでの接種回数

・前回接種日

・接種日時点の経過月数

・今回の実施の有無
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接種日が複数の場合は、
接種日ごとに分けると
わかりやすいね

前回接種日は必ず
今回の接種券か、
前回の予診票、接種
済証で確認しよう！



春開始接種にあたって横浜市に提出していただくもの

★接種計画をご回答ください★

上記のマニュアルをふまえ、

春開始接種の実施月、実施人数等を下記よりご回答ください
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/2d08685c-f6a7-4764-87de-cb122ee204cb/start

回答期限：令和５年３月２６日（日）まで
※ワクチンの在庫量にも関わってきますので、全施設必ず期限内に回答してください。

※特養・老健については、この回答をもとに施設へ直送するワクチン量を決定します。
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https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/2d08685c-f6a7-4764-87de-cb122ee204cb/start


新型コロナワクチン施設接種 問合せ先
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★横浜市 健康福祉局 健康安全課

ワクチン接種調整等担当（福祉・医療調整班）

ＴＥＬ：０４５－６７１－４０３６

mail ：ir-v-ssv@city.yokohama.jp

★高齢者施設等での接種について（横浜市ＨＰ）

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

３月６日（月）から
メールアドレスが
左記に
変更になりました！

mailto:ir-v-ssv@city.yokohama.jp
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/ssv.html


よくある質問
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Ｑ１ オミクロン株対応２価ワクチンは何回接種するのか

Ａ１ 春開始接種として接種できるのは１人１回です。秋開始以降の接種については別途ご連絡します
ので、それまでは３か月経過しても再度接種しないようご注意下さい。

Ｑ２ 当日体調不良等により接種ができなかった場合どうしたらよいか

Ａ２ 体調の回復後、施設接種の予定がある場合はその日程で調整してください。
別日での調整が難しい場合や施設接種の予定がない場合は医療機関での接種または訪問接種にて
対応をお願いします。

Ｑ３ ほかのワクチンと並行して接種してよいか

Ａ３ インフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。
ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、同時に接種できません。
片方のワクチンを受けてから２週間後に接種できます。
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Ｑ４ 新型コロナウイルスに感染したことがある場合、ワクチン接種は可能か

Ａ４ 初回接種（従来型ワクチン）、追加接種（オミクロン株対応ワクチン）いずれにおいても、
感染後、体調が回復して接種を希望する際には、その治療内容や感染からの期間にかかわらず
接種することができます。いつから接種できるか不明な場合は、医師にご確認ください。

Ａ５ 国からはBA.1対応型ワクチンとBA.4/5対応型ワクチンの差は大きくないと示されています。
いずれもオミクロン株成分が含まれることから、従来型ワクチンを上回る効果があること、
オミクロン株と従来株の２種類の成分が含まれることで今後の変異株に対しても有効である可能
性がより高いことが期待されています。そのため、BA.1対応型ワクチンとBA.4/5対応型ワクチン
のうち、その時点で接種可能な方を接種してください。
これらを説明したリーフレットが国から提供されておりますので、適宜ご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html

Ｑ５ BA.1対応型ワクチンとBA.4/5対応型ワクチンはどちらの方が効果的か。
また、本人や家族にどのように説明したらよいか

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


Ｑ６ オミクロン株対応２価ワクチンの使用期限は

Ａ６ ファイザーは冷蔵保存（２～８℃）で１０週間になります。
モデルナは冷凍保存（-25～-15℃）で９か月、冷蔵保存（２～８℃）で３０日間になります。

Ｑ７ 一番多い副反応は何か

Ａ７ 一番多い副反応は、接種部位の痛みです。 その他、頻度の高い副反応として、疲労、頭痛、悪
寒、筋肉痛、関節痛などが起こることがありますが、数日以内で良くなることが分かっています。

Ｑ８ 家族の同意等の準備があるため接種券が届く前に予診票がほしい

Ａ８ 横浜市から送付した様式を印刷するか、
横浜市のwebページからダウンロードするなどの対応をお願いします。
＜横浜市HP＞

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/ssv.files/0006_20220920.pdf
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https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/ssv.files/0006_20220920.pdf
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Ｑ９ 市外に住民票のある方は住所地外接種の届出が必要か

Ａ９ 施設にて接種する場合は、利用者・従事者ともに不要です。

Ａ10 新型コロナワクチン接種に伴う事業所における業務は介護保険サービスとして提供されているも
のとし、予め居宅サービス計画に位置づけられた提供時間内で介護報酬を算定することとして差
支えありません。

Ａ11 予め居宅サービス計画に位置付ければ、介護保険サービスとして提供されているものとして差し
支えありません。また、利用者の自宅と事業所の間の送迎は介護保険サービスとして提供されて
いるものとし、介護報酬を算定することとして差し支えありません。

Ｑ10 事業所内において新型コロナワクチン接種を実施する場合、
介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。

Ｑ11 事業所内において新型コロナワクチン接種を実施する場合、接種実施日に通所系
サービスを利用する予定がない利用者については、どのように取り扱うべきか。



【特養・老健のみ】ワクチンの直送について①
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配送日

４月３日(月)から４月１４日(金)のいずれかの日（土日を除く）に、

オミクロン株対応２価ワクチン（ファイザー）を配送します。
※受取日の指定、受取拒否はできません。（老健は定期の配送予定日となります）
配送２週間前の金曜日(3/24または3/31)に配送日時をメールでご連絡します。

受け取り方法
・配送員が玄関先で保冷バッグごとお渡しします。
・その場で、バイアルホルダーごと冷蔵庫にワクチンを移し、保冷バッグ一式を配送員に返却
（※低温のため、軍手など厚手の手袋を着用してください）

付属品

ワクチンと一緒に以下の付属品が配送されます。接種当日まで安全な場所で保管してください。
・ロット番号シール ：１バイアルあたり１シート（６回分）
・ 接種用注射針 ：１バイアルあたり６本
・ 接種用シリンジ ：１バイアルあたり６本

保存方法
必ずバイアルホルダーごと冷蔵庫に入れ、適正な温度（２℃～８℃）で保管
庫内温度が８℃を上回った場合は、冷蔵庫内のワクチンは全て使用できませんので、
温度管理を徹底してください。

使用期限
配送日から１０週間
例：4/10(月)に配送された場合、6/19(月)まで使用できます

接種・廃棄
これまで通り医療機関に接種してもらいます。使用期限が超過した等、廃棄が必要になった場合
は医療廃棄物として廃棄します。施設で廃棄できない場合は、接種医療機関に回収および廃棄し
ていただく事になります。



18

【特養・老健のみ】ワクチンの直送について②

★ワクチンは左のような保冷バッグに
入った状態で配送されます。

★保冷バッグの中身
・バイアルホルダーに収納されたワクチン

(紙製：縦72mm×横167mm×高40mm)
・蓄冷剤
・データロガー（温度管理用）
・ロット番号シール
・情報連携シート
・納品書
・保冷バッグ開封手順

＜ワクチン到着～受取＞

ロット番号シール

１接種分
（大１、小３）

接種用
シリンジ

接種用注射針

上記をすべて取り出し、ワクチンは
バイアルホルダーごと冷蔵庫に入れ、
空になった保冷バッグをその場で
配送員に返せばいいのね！

保冷バッグ バイアルホルダーに収納されたワクチン
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【特養・老健のみ】ワクチンの直送について③

★「情報連携シート」の左側に下記を入力
・受渡施設名
・受渡日時
・受渡バイアル数
・受け渡したロット番号

→受取ワクチンと内容に相違がないか必ず確認！

★「情報連携シート」の右側に下記を入力
・配送日から10週間後の日付
・使用日
・使用本数
・残り本数

＜ワクチン受取～保管＞

適切な管理のため、
ワクチンを保管している冷蔵庫と同じ場所に掲出してください

ワクチン
（バイアル）

情報連携シート

ロット番号は
ここに記載
されています
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