
大東市
新型コロナウイルスワクチン接種

実施計画
（令和4年5月25日現在）

保健医療部 地域保健課
（新型コロナウイルスワクチン接種事業ＰＴ）
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※本計画は現時点の内容であり、今後、国の通知、事業の調整状況により、
内容を追加・変更する場合があります



１．新型コロナウイルスワクチン予防接種の実施について

１．予防接種法（昭和23年法律第68号）附則第７条第１項の規定に基づく厚生労働大臣からの指示事項
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予防接種法附則（抄）

第七条 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイル

ス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た

に報告されたものに限る。）であるものに限る。以下同じ。）のまん延予防上緊急の必要があると認める

ときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチン（その有効性及び安全性に関する情報その

他の情報に鑑み、厚生労働省令で定めるものに限る。）を指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対

し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。（略）

令和4年5月25日



１．新型コロナウイルスワクチン予防接種の実施について
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発出・改正日 ①対象者 ②期間 ③使用するワクチン

令和３年
２月１６日 16 歳以上の者 令和３年２月１７日から

令和４年２月２８日まで ファイザー社ワクチン

令和３年
５月２１日 16 歳以上の者 令和３年２月１７日から

令和４年２月２８日まで
（１）ファイザー社ワクチン（２）武田／モデルナ社ワクチン
ただし、（２）については、18歳未満の者への使用不可。

令和３年
５月３１日 12 歳以上の者 令和３年２月１７日から

令和４年２月２８日まで
（１）ファイザー社ワクチン（２）武田／モデルナ社ワクチン
ただし、（２）については、18歳未満の者への使用不可。

令和３年
８月２日 12 歳以上の者 令和３年２月１７日から

令和４年２月２８日まで

（１）ファイザー社ワクチン（２）武田／モデルナ社ワクチン
（３）アストラゼネカ社
ただし、（３）については、18歳未満の者への使用不可。また、必要
がある場合を除き、40歳未満の者への使用不可。

令和4年5月25日
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発出・改正日 ①対象者 ②期間 ③使用するワクチン

令和３年
１１月１６日 12歳以上の者 令和３年２月１７日から

令和４年９月３０日まで

（１）ファイザー社ワクチン（２）武田／モデルナ社ワクチン
（３）アストラゼネカ社
ただし、（３）については、18歳未満の者への使用不可。また、必要
がある場合を除き、40歳未満の者への使用不可。

追加接種を行う場合においては、（１）に掲げるワクチンを使用。
18歳未満の者に対して行う接種には使用不可。

令和３年
１２月１６日 12歳以上の者 令和３年２月１７日から

令和４年９月３０日まで

（１）ファイザー社ワクチン（２）武田／モデルナ社ワクチン
（３）アストラゼネカ社
ただし、（３）については、18歳未満の者への使用不可。また、必要
がある場合を除き、40歳未満の者への使用不可。

追加接種を行う場合においては、（１）及び（２）に掲げるワクチ
ンを使用。18歳未満の者に対して行う接種には使用不可。

令和４年
２月２１日 5歳以上の者 令和３年２月１７日から

令和４年９月３０日まで

（１）ファイザー社ワクチン（２）武田／モデルナ社ワクチン
（３）アストラゼネカ社（４）ファイザー社ワクチン（小児用）
ただし、（１）及び（２）については、5歳以上12歳未満の者へ

の使用不可。（３）については、18歳未満の者への使用不可。また、
必要がある場合を除き、40歳未満の者への使用不可。（４）につ
いては、1回目の接種時において、12歳以上の者への使用不可。

追加接種を行う場合においては、（１）及び（２）に掲げるワクチ
ンを使用。18歳未満の者に対して行う接種には使用不可。

令和4年5月25日
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発出・改正日 ①対象者 ②期間 ③使用するワクチン

令和４年
３月２５日 5歳以上の者 令和３年２月１７日から

令和４年９月３０日まで

（１）ファイザー社ワクチン（２）武田／モデルナ社ワクチン
（３）アストラゼネカ社（４）ファイザー社ワクチン（小児用）
ただし、（１）及び（２）については、5歳以上12歳未満の者へ

の使用不可。（３）については、18歳未満の者への使用不可。また、
必要がある場合を除き、40歳未満の者への使用不可。（４）につ
いては、1回目の接種時において、12歳以上の者への使用不可。

追加接種を行う場合においては、（１）及び（２）に掲げるワクチ
ンを使用。（１）については、12歳未満の者への使用不可。（２）
については、18歳未満の者への使用不可。

令和４年
５月２５日 5歳以上の者 令和３年２月１７日から

令和４年９月３０日まで

令和4年5月25日

（１）初回接種（１・２回目）

ファイザー社ワクチン 12歳以上の者

武田／モデルナ社ワクチン 12歳以上の者

アストラゼネカ社ワクチン 18歳以上の者

ファイザー社ワクチン（小児用） 1回目の接種時において5歳以上12歳未満の者

武田社ワクチン（ノババックス） 18歳以上の者

（２）第一期追加接種（3回目）

ファイザー社ワクチン 12歳以上の者

武田／モデルナ社ワクチン 18歳以上の者

武田社ワクチン（ノババックス） 18歳以上の者

（３）第二期追加接種（4回目）

ファイザー社ワクチン 18歳以上の者（18歳以上60歳未満の者にあっては、
基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師
が認める者に限る）武田／モデルナ社ワクチン

本指示事項より記載方法が変更



２．実施体制

１．基本方針
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○ 本市においては、初回接種（1・2回目）及び第一期追加接種（3回目）と同様の
スキーム（市による「集団接種」・「巡回接種」及び医療機関による「個別接種」）を
採用し、第二期追加接種（4回目）を行うこととする。

○ 本市において使用するワクチンは、引き続き、ファイザー社ワクチン 及び 武田／
モデルナ社ワクチンとする。

（なお、小児への接種については、ファイザー社ワクチン（小児用）を使用する）

○ 予防接種法において実施期間とされている間は、初回接種及び第一期追加接種
（3回目）未接種者についても、並行して接種が可能となる体制を整備する。

令和4年5月25日



２．実施体制

２．追加接種に関する主な内容
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項目 第一期追加接種（3回目） 第二期追加接種（4回目）

対象者 ２回目の接種を完了した
12歳以上の者

3回目接種を終了した
①60歳以上の者
②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する者
その他重症化リスクが高いと医師が認める者

使用する
ワクチン

（初回接種で接種したワクチンの種類に関わらず）
ファイザー社ワクチン 及び 武田／モデルナ社ワクチン（※）

（※但し、武田／モデルナ社ワクチンについては、18歳未満の者には使用不可）

接種間隔 2回目接種から5か月（※） 3回目接種から5か月

接種開始日 令和３年１２月１日 令和４年５月２５日

令和4年5月25日

※第一期追加接種（3回目）においては、武田社ワクチン（ノババックス）も使用可能であり、接種にあたっては、
2回目接種より、6か月経過後、接種が可能。
（なお、本市においては、現時点（5月25日時点）では武田社ワクチン（ノババックス）は使用する予定はなく、
大阪府をはじめとする他自治体が設置する一部会場で取り扱い有）



２．実施体制

２．追加接種に関する主な内容

8令和4年5月25日

【参考】：基礎疾患

・慢性の呼吸器の病気
・慢性の心臓病（高血圧を含む。）
・慢性の腎臓病
・慢性の肝臓病（肝硬変等）
・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は
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
（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を
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（呼吸障害等）
・染色体異常
・重症心身障害
（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複
した状態）
・睡眠時無呼吸症候群
・重い精神疾患
（精神疾患の治療のために医療 機関に入院して
いる、精神障害者保健福祉手帳を所持している、
又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度か
つ継続」に該当する場合）
・知的障害
（療育手帳を所持している場合）
・BMI30 以上を満たす肥満の方



２．実施体制

【参考】現在、薬事承認されているワクチンの種類
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ファイザー社（１２歳以上） ファイザー社（５～１１歳）
ワクチンの種類 mRNAワクチン mRNAワクチン
初回の
接種回数

２回（21日間隔） ２回（21日間隔）

接種量 0.3ml 0.2ml
保管温度
及び保管期限

－75℃±15℃：12か月
・－25℃～－15℃：最長14日間

（1回のみ再度-75℃±15℃に戻すことが可能）
・2℃～8℃：１か月保管可能

－75℃±15℃：12か月
2~8℃：10週間

バイアル
開封後の
保存条件

・室温で解凍後、接種前に生理食塩液（1.8ml）で希釈
・希釈後、室温で6時間保存可能

・冷蔵庫又は室温で解凍後、接種前に生理食塩水
（1.3ml）で希釈
・希釈後、室温で12時間保存可能

1箱及び
1バイアルの単位

1箱あたり195バイアル
1バイアルあたり6回分

1箱あたり10バイアル
1バイアルあたり10回分

薬
事
承
認

初回 令和2年12月18日申請
令和3年2月14日承認

令和3年11月10日申請
令和4年1月21日承認

追加 令和3年9月28日申請
令和3年11月11日承認 ―

国に
おけ
る
契約
状況

R3 1億4400万回分+5000万回分（追加契約）
＝1億9400万回分 ―

R4 1億2000万回分＋1000万回+7500万回
＝2億500万回分（小児用含む）

令和4年5月25日



２．実施体制

【参考】現在、薬事承認されているワクチンの種類
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武田／モデルナ社 アストラゼネカ社
ワクチンの種類 mRNAワクチン ウイルスベクターワクチン
初回の
接種回数

２回（28日間隔） ２回（27～83日間隔）
(最大の効果を得るためには、55日以上の間隔）

接種量 （初回）：0.5ml ／ （追加）：0.25ml 0.5ml
保管温度
及び保管期限

－20℃±5℃：９か月
2~8℃：30日

2～8℃：6か月

バイアル
開封後の
保存条件

(一度針をさしたもの以降）2～25℃で12時間
・解凍後の再凍結は不可
・希釈不要

(一度針をさしたもの以降)
・室温で６時間
・2～８℃で48時間
・希釈不要

1箱及び
1バイアルの単位

1箱あたり10バイアル
1バイアルあたり（初回）10回分／（追加）15回以上

1個包装あたり2バイアル
1バイアルあたり10回分

薬
事
承
認

初回 令和3年3月5日申請
令和3年5月21日承認

令和3年2月5日申請
令和3年5月21日承認

追加 令和3年11月10日申請
令和3年12月16日承認 ―（未申請）

国に
おけ
る
契約
状況

R3 5000万回分 1億2000万回分

R4 9300万回分+7000万回＝1億6300万回分 ―

令和4年5月25日



２．実施体制

【参考】現在、薬事承認されているワクチンの種類
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武田社（ノババックス）
ワクチンの種類 組換えタンパクワクチン
初回の
接種回数

２回（28日間隔）

接種量 （初回・追加）：0.5ml
保管温度
及び保管期限

2~8℃：9か月

バイアル
開封後の
保存条件

(一度針をさしたもの以降）
・室温で6時間
・希釈不要

1箱及び
1バイアルの単位

1箱あたり1バイアル
1バイアルあたり10回分

薬
事
承
認

初回 令和3年12月16日申請
令和4年4月19日承認

追加 令和3年12月16日申請
令和4年4月19日承認

国に
おけ
る
契約
状況

R3 ―

R4 1億5000万回分（国内生産）

令和4年5月25日



２．実施体制

３．スケジュール
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令
和
4
年

５月２３日～ 【市】基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者からの接種券送付
依頼受付開始（オンライン及び電話）

５月２４日～ 【市】60歳以上の者への接種券の送付を開始
（以後、随時、対象となる方に対して、接種券を送付）

５月２５日 第二期追加接種（4回目）に係る「予防接種法施行令」「予防接種法施行規則」及び
「予防接種実施規則」が施行

５月２５日～ 【市】第二期追加接種（4回目）に係る個別接種開始

（７月中旬～） 【市】第二期追加接種（4回目）に係る巡回接種開始

７月１５日～ 【市】第二期追加接種（4回目）に係る集団接種開始

９月３０日 予防接種法（に基づく厚生労働大臣指示）上の特例臨時接種期間終了

令和4年5月25日



２．実施体制

４．追加接種対象者
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R4.5 R4.6 R4.7 R4.8 R4.9 R4.10

（3回目接種時期） R3.12 R4.1 R4.2 R4.3 R4.4 R4.5

人数（概数） 130 1850 19400 10200 2250

（
内
訳
）

60歳以上の者 100 1700 19200 9500 1650

18歳以上60歳未満の
者のうち、国作成の実施
の手引きで示されている
基礎疾患を有する者の
割合（※）をかけた人
数

30 150 200 700 600

累計 130 1980 21380 31580 33830

令和4年5月25日

※手引きで示されている割合（総人口の8.2%）は「20歳～64歳の場合」としているため、今回の対象とは合致しないが、参考値として
用いたものである



２．実施体制

４．追加接種対象者
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接種券送付の考え方

○ それぞれの対象者が適切な接種間隔をおいて接種が可能となるよう、また、予防接種法上の「間違い接種」が
起こらないよう、原則として、接種券の送付は接種が可能となる日以降に到達するよう順次発送する

○ 第二期追加接種（4回目）対象者のうち、60歳以上の者については、3回目接種日を基準として、順次、
発送する（接種間隔は5か月）

○ 18歳以上60歳未満で、基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者については、
個別に申請を受け付けることとし、60歳以上の者と同様、3回目接種日を基準として、順次発送する
（接種間隔は5か月）

○ 発送するタイミングについては、ワクチンの供給量、市内医療機関での接種体制及び接種状況などを総合的に
勘案し、予約が殺到するなどの混乱が生じないよう、適宜、調整を行う

○ 他自治体からの転入者については、当該転入者の接種記録を確認しつつ、定期的に対象となる方に対して
送付する。但し、接種記録の入力にはタイムラグが生じることから、全対象者を捕捉することは困難なため、接種が
可能な時期にも関わらず、接種券が未達の場合は、個別の申し出により送付する

令和4年5月25日



２．実施体制

５．実施機関
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区分 備考

個別接種 市内各医療機関：43か所
・5月25日現在
（これまでの実施機関は、それぞれ開始時期・対象者は異なる
ものの、引き続きほぼ実施見込み）

集団接種

下記の市内公共施設５か所での実施
を予定
・市民会館
・新田中央公園防災倉庫
（新田公民館）

・三箇自治会館
・北条人権文化センター
・保健医療福祉センター

・集団接種による第二期追加接種（4回目）は、
令和4年7月15日から実施

・詳細なスケジュールについては、随時HPで公表する

（・なお、初回接種及び第一期追加接種（3回目）に
ついても、継続して保健医療福祉センター等において実施）

（臨時集団接種会場） その他、状況に応じて、臨時的に会場増設を実施する場合有

巡回接種 本市による高齢者施設・在宅要介護者への巡回

令和4年5月25日



２．実施体制

６．接種フロー
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1回目
接種

1回目
接種

令和4年5月25日

ファイザー：21日

2回目
接種 （5か月） 3回目

接種 （5か月） 4回目
接種

武田／モデルナ：28日

初回接種 第一期追加接種 第二期追加接種

〇 それぞれの対象者が適切な接種間隔をおいて接種が
可能となるよう、原則として、接種券の送付は接種が可能
となる日以降に到達するよう順次発送（※全ての対象者
において住民票所在地から送付される（発送時期につい
ては、自治体により異なる））
〇 本市においては、接種券が手元に届き次第、順次、
予約及び接種が可能

希望
会場

予約方法

個別
接種

各医療機関にて予約受付
（電話・Webなど各医療機関による）

集団
接種

市予約システム（Web）及びコールセンターにて予約受付
○予約受付サイト：https://jump.mrso.jp/272183/
○コールセンター：072-800-4645



２．実施体制

７．接種券・予診票その他関係書類

17令和4年5月25日

（次頁にて説明）【左側】予防接種済証
【右側】接種券一体型予診票
が一体となったA3の書類を送付する
（※切り離さず、会場へ持参）

○これまでの接種記録を
あらかじめ印刷して送付

送付書類
（接種券一体型予診票
及び接種済証）



２．実施体制

７．接種券・予診票その他関係書類
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接種券一体型予診票
〇 追加接種においては、予診票にあらかじめ接種券が

印刷されている「接種券一体型予診票」を用いる

〇 第一期追加接種（3回目）と同様、単票（複写
ではなく、1枚のみ）となる

〇 質問項目については変更なし

送付する封筒

令和4年5月25日

〇 色は黄色

○ 追加接種（4回目
接種）と明記



２．実施体制

８．集団接種
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〇 現時点では、令和４年７月１５日から第二期追加接種（4回目）にかかる集団接種を実施

〇 会場については、市民会館・新田中央公園防災倉庫・三箇自治会館・北条人権文化センター・
保健医療福祉センターの５か所で実施

〇 日程については、市民会館については、一定程度、連続した期間を、その他の会場については、特定の曜日での
実施を予定

〇 追加接種にかかる集団接種の会場運営については、引き続き業務委託を実施

〇 初回接種及び第一期追加接種（3回目）未接種者については、引き続き集団接種においても、
接種機会を確保 （当面の間、保健医療福祉センターにおいて、実施日を絞って実施）

令和4年5月25日



２．実施体制

９．個別接種
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○ 令和4年５月２５日から第二期追加接種（4回目）に係る個別接種を実施

〇 本市の医療機関で第二期追加接種（4回目）接種が可能な者は、当該対象者（スライド７参照）のうち、
①本市に住民票がある者
②住所地外接種が認められる者（基礎疾患を有する者、入院・入所者、単身赴任者 等）

〇 個別接種においても、引き続き初回接種及び第一期追加接種（3回目）未接種者への接種を可能とする

〇 （予診票の回収、ワクチン接種記録システム（VRS）への入力、請求事務については、従来と同様の
スキームで実施する）

○ 使用するワクチンは、主にファイザー社ワクチンとなるが、国からの供給状況により、個別接種においても、武田／
モデルナ社ワクチンを併用して追加接種を推進する。なお、異なるワクチンを使用するため、実施日や実施時間、
または物理的な実施場所・空間を分離するなど、間違い接種が起こらない実施体制を整えることが前提

令和4年5月25日



２．実施体制

１０．巡回接種
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個別医療機関

（保健医療福祉センター）

嘱託医等が市内の医療機関
（かつ追加接種実施機関）の場合

嘱託医等が市外の医療機関
または不在の場合

（市から巡回接種）

〇 基本的には初回接種及び第一期追加接種（3回目）と同様、本市が巡回接種チームを編成し、施設を訪問
〇 但し、できる限り接種日を調整し、最低限の訪問回数で接種を完了する

令和4年5月25日



２．実施体制

１１．ワクチンの取り扱い

22

〇 現時点で国が示すワクチンの種類ごとの供給量及びスケジュール並びに本市における追加接種対象者の推移を
勘案すると、ファイザー社ワクチン及び武田／モデルナ社ワクチンを併用して第二期追加接種（4回目）を進めて
いくことが望ましい

（※追加接種については、初回接種のワクチンに関わらず、mRNAワクチン （ファイザー社及び武田／モデルナ社）
を使用する（交互接種が可能））

○ 今後のワクチンの供給状況や、追加接種の進捗状況を踏まえながら、できる限り追加接種を希望する方のニーズに
沿った体制を構築していくこととするが、現時点でワクチンの使用ルールについては、以下のとおりとする

実施形態 使用ワクチン（原則＊） 開始時期
集団接種 ファイザー及び武田／モデルナ 令和4年７月１５日～
個別接種 ファイザー及び武田／モデルナ 令和4年５月２５日～
巡回接種 ファイザー 令和4年７月中旬～

【参考】全国における対象者数とワクチンの供給量見込み

R4.5 R4.6 R4.7 R4.8
対象者（万人） 101 514 2296 2516
供
給
量

ファイザー（万回）
330

1270 0

モデルナ（万回） 2600 2110

令和4年5月25日

※対象者については、18歳以上の者全てが計上されている（現時点での18歳以上60歳未満の対象者は基礎疾患を有する者等のみ）



２．実施体制
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ワクチンの供給（ファイザー社ワクチン）

■■

保健医療福祉センター 市内医療機関(４５医療機関)

冷凍
（-75±15℃）で

配送
（国）

冷凍
（-15℃～-25℃）

で配送
(市；委託）

〇 従来と同様

接

種

実

施

接

種

実

施

倉庫（国）

ワクチンの供給（武田／モデルナ社ワクチン）

■■

倉庫（卸業者）

〇 ファイザー社ワクチン同様、保健医療福祉
センターを経由した小分け配送を行う

冷凍
（-25℃～-

15℃）で配送
(卸業者）

１１．ワクチンの取り扱い

保健医療福祉センター 市内医療機関

冷凍
（-15℃～-25℃）

で配送
(市；委託）

令和4年5月25日



２．実施体制

１２．小児（５～１１歳）への接種

24

○ 小児（5歳以上11歳以下）への接種については、令和4年3月4日より、本市においても接種を実施
しているところ

○ 12歳以上への接種に使用されているワクチンとは異なるワクチンを使用していることから、間違い接種などが
起こらないよう、また、あらゆる可能性を想定し、十分な対応が可能となるよう接種体制を整えつつ実施中

○ 小児科を掲げる医療機関における個別接種を中心に、集団接種（保健医療福祉センター）においても実施中

○ 12歳に到達する見込みの方については、その時期によって、接種するワクチンが異なる
（※1回目接種時の年齢によって、接種するワクチンを決定する。1回目接種時に12歳未満であり、小児用

ワクチンを接種した者は、2回目接種時までに12歳に到達した場合でもあっても、小児用ワクチンを接種する）

開始当初（令和4年3月）の対象者数（概数） 令和4年4月～9月の間に新たに対象となる者
（概数）

6,500人 400人
（平成22年3月～平成29年3月生まれの方） （平成29年4月～9月生まれの方）

令和4年5月25日



２．実施体制

１３．初回接種未接種者への対応
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〇 既に接種の対象となっている12歳以上の者のうち、初回接種未接種者については、予防接種法上の実施期間中
（現時点では令和4年9月30日まで）は集団接種及び個別医療機関の一部において、引き続き接種の機会を
確保する

〇 本市において初回接種に用いるワクチンは、（現時点では）ファイザー社のみとする

（前スライド（小児への接種）より再掲）
○ 12歳に到達する見込みの方については、その時期によって、接種するワクチンが異なる

（※1回目接種時の年齢によって、接種するワクチンを決定する。1回目接種時に12歳未満であり、小児用
ワクチンを接種した者は、2回目接種時までに12歳に到達した場合でもあっても、小児用ワクチンを接種する）

令和4年5月25日



３．個別事項

１．大規模接種／職域接種
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大規模接種（第一期追加接種（３回目）のみ）

【国】 【大阪府】
会場 堺筋八木ビル（大阪市中央区）

日経今橋ビル（大阪市中央区）
大阪府庁新別館北館・南館（大阪市中央区）
大阪府咲洲庁舎（大阪市住之江区）
心斎橋SC（大阪市中央区）
法務省矯正研修所大阪支所体育館（堺市堺区）
関西大学高槻ミューズキャンパス（高槻市）

対象者 18歳以上の方で、2回目接種完了か
ら必要な接種間隔が経過しており、追
加接種用の接種券をお持ちの方
（居住地は問わない）

府内に住民票がある18歳以上の方で、2回目接種完
了から必要な接種間隔が経過しており、追加接種用の
接種券をお持ちの方

設置期間 令和4年2月7日（月）
～終了時期未定

令和4年1月25日（火）～7月末までの予定

予約方法 インターネット／LINE／電話 インターネット

使用するワクチン モデルナ社ワクチン モデルナ社ワクチン

※ 令和4年5月25日現在の情報による

令和4年5月25日



３．個別事項

１．大規模接種／職域接種

27

職域接種（第一期追加接種（３回目）のみ）

〇 初回接種を実施した企業等を対象に、職域接種においても追加接種を実施
（申込会場数（全国）：2,976会場（令和4年5月9日時点）（初回接種実施会場数：4,044会場））

○ 使用するワクチンは武田／モデルナ社ワクチンで、令和4年3月から開始

○ 実施要件・形態などは、初回接種と同様

令和4年5月25日

※大規模接種及び職域接種における第二期追加接種（４回目）の実施に
ついては未定（令和4年5月25日時点）



３．個別事項

２．副反応への対応
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接種前
○コロナワクチン予防接種に関する十分な情報提供
○基礎疾患のある方については、かかりつけ医への相談の周知

接種後
○適切な観察時間（30分程度）や見守り体制の設定
○接種直後・接種会場内での注意点や帰宅後の注意点の周知

発症に備えた対応
○アドレナリン製剤等、救急処置に必要な物品を各接種会場に準備
○発症者の速やかな治療や搬送に資するよう、関係機関との適切な連携体制の確保

副反応報告

○発症を確認した医療機関が、予防接種法及び医薬品医療機器等法に基づき、（独）医薬品医療機器
総合機構（ＰＭＤＡ）に対し、「副反応疑い報告」を速やかに実施、当該情報を厚労省とも共有

健康被害が発生した場合の対応

○予防接種法上の臨時接種として、予防接種健康被害救済制度により、定期接種と同等の被害救済

令和4年5月25日



３．個別事項

４．ワクチン接種証明書
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ワクチン接種証明書

対象者 新型コロナワクチンを接種済みで、接種当時に大東市に住民登録をしていた方

申請方法 ①【海外渡航用】：郵送・窓口又は専用アプリ
②【国内用】：郵送・窓口又は専用アプリ ／申請書類は市ホームページからダウンロード可

申請先

・郵送／窓口による申請
保健医療部 地域保健課（大東市立保健医療福祉センター）

※1回目接種後に転居された場合など、異なる市町村で接種した場合はそれぞれの市町村が申請先となる

・専用アプリによる申請・交付
（必要なもの）：マイナンバーカード、（海外渡航用の場合）海外渡航時に有効なパスポート

記載内容

【海外渡航用及び日本国内用】
１）接種者に関する事項（氏名、生年月日等）、２）接種記録（ワクチンの種類、接種年月日等）
３）旅券番号・国籍等のパスポート情報、４）上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード
【日本国内用】
上記１）～４）のうち、３）以外の全ての事項

予防接種法施行規則 附則（抄）
第１８条の２ 法附則第七条第一項の規定による予防接種を行った者は、当該予防接種を受けた者であって、第四条第一項の予防接種済証
とは別に当該予防接種を受けたことを証する書類（以下この条において「予防接種証明書」という。）を求めるものに対して、これを交付
するものとする。
２ （略）
３ 予防接種証明書の交付は、第一項の予防接種を行った者の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項において同じ。）と
当該予防接種証明書を求める者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。この
場合において、当該予防接種証明書には、前項の規定にかかわらず、日本語又は英語により次に掲げる事項を記載するものとする。

令和4年5月25日



３．個別事項

５．各種問い合わせ先
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所管内容 連絡先 対応時間

国
厚生労働省
「新型コロナワクチン」
コールセンター

ワクチンの効果や副反応など、ワ
クチンの基本的情報や接種につ
いての疑問・相談
接種証明書の一般的・制度的
事柄に関する質問

0120-761770
平日／土日祝
午前9時～
午後9時

府 「新型コロナワクチン」
コールセンター

ワクチン接種後の副反応などの
専門的な相談 0570-012-336 平日／土日祝

24時間対応

市 「新型コロナ予防接種」
コールセンター

接種券の再発行や接種場所、
予約方法などに関する問い合わ
せ

072-800-4645
平日／土日
午前9時～
午後5時30分

国
接種総合案内サイト
「コロナワクチンナビ」
（ホームページ）

接種会場の検索 等 https://
v-sys.mhlw.go.jp （24時間）

令和4年5月25日



３．個別事項

【参考】本市における接種状況

31

1回目 2回目 3回目 合計

令
和
３
年

2月 6 0 0 6

3月 512 83 0 595

4月 1313 574 0 1887

5月 6866 1433 0 8299

6月 21059 12111 0 33170

7月 18158 20099 0 38257

8月 11534 15776 0 27310

9月 17393 14320 0 31713

10月 11742 18015 0 29757

11月 2308 6787 0 9095

12月 617 1550 537 2704

令
和
４
年

1月 563 524 3678 4765

2月 288 511 21574 22373

3月 549 211 18114 18874

4月 263 613 11190 12066

5月 35 89 2852 2976

合計 93206 92696 57945 243847

1回目 2回目 ３回目

全対象者数比 86.2% 85.8% 54.0%

65- 93.0% 92.5% 84.2%

60-64 90.9% 90.7% 74.4%

50-59 88.7% 88.4% 60.0%

40-49 84.5% 84.3% 41.7%

30-39 76.9% 76.4% 26.1%

20-29 76.2% 75.6% 23.7%

16-19 76.4% 75.4% 14.3%

12-15 65.0% 64.2% 6.9%

5-11 8.2% 7.4%

月別接種回数 年代別接種率

※ 令和4年５月２３日９時現在のVRSデータより

※ 令和3年9月9日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、理
想的接種率及び努力により到達しうる接種率を以下のとおりとしている。

60- 40-50 20-30
理想的な接種率 90% 80% 75%
到達し得る接種率 85% 70% 60%

令和4年5月25日


