
新型コロナウイルス
ワクチン接種実施計画

～日光市～
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令和3年3月5日

※本資料は、現時点の計画内容であり、今後、国の通知、事業の検討・調整状況により、
内容を変更する場合があります。



ワクチン接種において日光市が目指すこと

• 接種場所：身近な医療機関で安心・安全な接種の実施

※身近な医療機関やかかりつけ医のもとで接種を行うことが

被接種者の安心・安全につながる

• 予約方法：Ｗｅｂや電話、かかりつけ医療機関で簡単、便利に予約

※市役所（職員のパソコンから入力可）

各行政センター、支所、出張所、公民館 など

• 情報提供：市ホームページや広報、コールセンター等、あらゆる機会を

とらえて情報提供
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安心・安全、便利でスムーズなワクチン接種



個別接種（医療機関方式）＋集団接種

•日光市では、個別接種（医療機関方式）を中
心にワクチン接種を実施する方向で体制整備
を進める。

•予約件数が多く医療機関で対応が困難等の
状況が発生した場合に集団接種を個別接種
（医療機関方式）と並行して行う。

•自施設以外での接種会場を希望する医療機
関については、接種会場を市で提供する。

（イオン今市店1階30坪 等）
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地区別人口

全人口 １６歳以上 １５歳以下 ６５歳以上 ７５歳以上

日光市全体 80,418 72,072 8,346 28,448 14,622

今市地域 57,558 50,810 6,748 18,409 9,021

今市 22,587 19,904 2,683 6,999 3,598

豊岡 6,561 5,800 761 2,281 1,152

大沢 17,869 15,678 2,191 5,279 2,446

塩野室 2,472 2,208 264 965 470

落合 8,069 7,220 849 2,885 1,355

日光地域 11,882 10,975 907 5,109 2,872

藤原地域 8,145 7,552 593 3,379 1,827

足尾地域 1,729 1,668 61 989 589

栗山地域 1,104 1,067 37 562 313

2020/10/1ﾃﾞｰﾀ

接種対象者数



高齢者の接種の見通しについて
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〇日光市の高齢者（６５歳以上）　２８，４４８人

〇９週間で接種を完了する為の１週間の接種人数

　　２８，４４８人÷９週間×２（回接種）＝６，３２２人

割合 人数

90% 5,690

80% 5,058

70% 4,426

60% 3,794

R２年１０月１日現在

接種率別１週間の
接種人数



※ 国からの指示及びワクチンの供給量等により変更有

ワクチン接種スケジュール
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接種開始時期や優先順位等は、決まり次第、市ホームページ等で随時お知らせ

市コールセンター運用（3月15日～）

４月上旬
予定

４月中旬
以降予定

国の指示及びワクチン供給状況により変更有



接種の進め方（高齢者）イメージ

1週 ２週 ３週 ４週 ５週 ６週 ７週 ８週 ９週

※１回目接種から18日以上（標準的には20日）あけて２回目を接種する。

Ⅽグループ
（2回目）

 Aグループ
（２回目）

Bグループ
（２回目）

Aグループ
（１回目）

Bグループ
（１回目）

Ⅽグループ
（１回目）

週
当
た
り
接
種
回
数 次順位の対象者へ

の接種
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8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（2.0版） P44



在宅高齢者のワクチン接種の手順

① 接種券が自宅に届く

② 予約する （1回目の予約時に、2回目の予約も行えるよう調整中）

・Ｗｅｂ（予約システム）から予約する

・コールセンターに電話をして予約する

・かかりつけ医療機関で予約する

など

③ 予約した日時に医療機関で接種を受ける
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新型コロナウイルスワクチンを

接種するみなさまへ
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新型コロナワクチン接種の予診票

新型コロナウイルス感染症
ワクチン接種のご案内

予防接種券在中

〒321-0000

日光市・・・
〇〇 〇〇様

＜内容＞
（圧着式）

・国のお知らせ（接種の流れ）
・接種券
・市のご案内

（注意事項、予約について）
など

＜内容＞

（A3ｻｲｽﾞ 2つ折り）

・接種ができる医療機関一覧
・新型コロナワクチン予診票
・予防接種についての説明書

（ﾌｧｲｻﾞｰ社製）
・コールセンターの案内

など

市民に送付するご案内の内容（案）

黄色



高齢者向け優先接種以降の

ワクチン接種までの流れ

コールセンター、予約システム（WEB）、
医療機関で予約

ワクチン接種のお知らせ（４月上旬発送予定）
・クーポン券（接種券）
・予診票
・ワクチンの説明書 ほか

予約システム

・クーポン券番号
・氏名
・生年月日
・電話番号

健康管理
システムと連携

予約の確認

バーコード読み取り

ワクチン接種

接種結果の登録

（内閣府）コロナワクチン接種
記録システムと連携

バーコード読み取り

１１
接種日当日

2回目の予診票を渡す



高齢者施設入所者や職員に対するワクチン接種
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施設に医師がいる場合

医師会の協力のもと、施
設での円滑な接種ができ

るよう市がサポート

施設に医師やかかりつけ医が
いない場合

嘱託医やかかりつけの
訪問医が施設を訪問し

て接種する



① ②

③

④ ⑤

⑦ ⑥ ワクチンを移送（保冷バックに入れて）

⑧

⑨ ⑩

⑪ ⑫

　（国保連で処理後、市に送付）

・予診票を基にシステムに履歴入力

予診票のコピーを取り、原本を国保連に提
出。

冷蔵庫（2～8℃）で保管（5日以内）

サテライト(医療機関)での接種の流れイメージ

コピーを医療機関で保管。

接種実績数の報告

・FAXで報告があった接種実績をV-SYSに入力
・受付システムよりデータ抽出　⇒　国のシステム取込

予防接種の実施

接種実績数の報告

・V-SYSに接種実績を入力
・V-SYS入力不可の場合、市にFAXにて報告

サテライト（医療機関） 市

接種履歴の入力

＜ワクチン保管施設＞＜ワクチン接種施設＞

実施可能数をV-SYSに入力(初期登録） V-SYSに入力し国に発注・届いたワクチンを保
管（2週間に1回の頻度の見込み）

ワクチンの分配

予約システムをもとに予約数に応じて各医療機関別に
ワクチンを分ける

接種希望者の希望によりｺｰﾙｾﾝﾀｰ、医療機関等
が予約システムに入力する。

各医療機関へのワクチンの割り振りをする

各医療機関の接種見込み数と届いたワクチン数に応
じて各医療機関に割り振りし、予約システムに入力

接種予約の受付

V-SYS入力が

不可能な場合
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基本型からサテライト（各医療機関）へのワクチン移送のイメージ

市(春日町庁舎）

（基幹型）

市（基幹型）からサテライト（各医療機関）に小分け

足尾双愛病院

（基幹型）

配送委託業者等が移送（３時間以内）

サテライト（医療機関）に個別に納品（５日以内に使用）
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国からのワクチン納入先



市（基本型）での小分け作業フロー

市（基幹型）で準備している物

市
（基幹型）

ディープ
フリーザー

DF

ワクチン

保冷剤 医療機関行き
保冷バック

バイアルホルダー
医療機関行き
保冷バック

保冷剤

サテライト型

（医療機関）へ移送
（3時間以内）

委託業者

市職員

①

②

①ＤＦ内のワクチンを取り出し、バイアルホルダー
に入れる。
②ワクチンと保冷剤を保冷バックに入れる。
（移送先別に小分け）

〇ワクチンと併せて移送するもの
希釈用生理食塩水、接種用注射針・シリン
ジ、関係書類（添付文書、接種シール等）

（２～８℃で冷蔵）
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ワクチンを有効に使用するための取組み
〇 接種実績からワクチン残量を確認した上で、各医療

機関へのワクチンの移送を週２～３回行い、ワクチ

ンの使用期限（５日以内）内に無駄なく使用できるように

する。

〇 ワクチンの廃棄が極力発生しないよう、接種は予約制と

する。

〇 １バイアル５回（６回）分であるため、１日の予約数は

５（６）の倍数とする。

〇 接種する曜日や時間を決めて接種を行う。
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ファイザー新型コロナワクチン取扱いの注意
サテライト（医療機関）

☆サテライト（医療機関）におけるワクチン取扱いの注意

・移送後のワクチンは、すみやかに冷蔵庫（２～８℃）に保管し、５日

以内に使用する。

（冷蔵保管期間は市（基本型施設）が記入した「超低温冷凍庫から

取り出した時刻」に+５日して記入する。）

例：「4月1日１３：００」→「4月6日１３：００」

・希釈後は直射日光や紫外線のあたらない場所で２～３０℃で保管し、

６時間以内に接種する。
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ワクチン接種に関することについて
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・接種量・接種間隔について

・ファイザー社の新型コロナワクチン１バイアルを１．８ミリリットルの生理食塩液で希釈する。
・１８日以上の間隔をおいて、標準的には２０日の間隔をおいて２回接種することとし、1回目
の接種から間隔が20日を超えた場合はできるだけ速やかに2回目の接種を実施する。

・接種個所は通常、三角筋に筋肉内接種する。

・前後に他の予防接種を行う場合においては、原則として１３日以上の間隔をおくこととし、
他の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行わないこと。

（「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」P72）

（「自治体説明会③資料１ 令和３年２月１７日 厚生労働省健康局健康課予防接種室」P12）

・「接種不適当者と接種要注意者」及び「その他の注意（接種の判断）」について（「医療機関向け手引き」P45）

・「副反応疑い報告」について（「定期の予防接種等による副反応の報告等の取り扱いについて」（平成25年3月30日健発0330第3号、

薬食発0330第1号厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知）及び「医療機関向け手引き」P68）

ワクチン接種の詳細については、最新（現在は2.0版）の医療機関向け手引きをご参照ください。



・健康観察について
• 接種後にアナフィラキシーを呈することがあるため、接種後少なくと
も15 分間は被接種者の状態を観察する必要がある。また、過去に
アナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を引き起こしたことがあ
る者については、接種後30 分程度、状態の観察をする必要がある。

• 接種後に血管迷走神経反射として失神があらわれることがあるため、
過去に採血等で気分が悪くなったり、失神等を起こしたことがある者
については、接種後30分程度、体重を預けられるような場所で座ら
せるなどした上で、なるべく立ち上がらないように指導し、被接種者
の状態を観察する必要がある。なお、予診の結果等から血管迷走
神経反射による失神が生じる可能性が高いと考えられる者について
は、ベッド等に横たわらせて接種するといった予防策も考えられる。

（「医療機関向け手引き２．０版」 P52）
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個別接種における報酬について

• １人１回接種につき 2,070円＋税＝2,277円

• 予診のみ1人1回あたり 1,540円＋税＝1,694円
※医療機関別に接種・予診人数に応じて支払い

※予防接種にかかる費用は全国統一

※新型コロナウイルスワクチン接種に関する費用は被接種者又は

その保護者から徴収することはできない。
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＜国から配布されるもの＞

ワクチン、接種用注射針、接種用シリンジ、生理食塩水、添付文書、ワクチンロットシール（接種
済証・予診票貼付用）、英語・日本語ラベル読替表 など



医療機関の負担軽減・接種体制支援
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国のシステムへの
入力をサポート

医療機関への負担を軽減することで
実施体制をさらに強化

個々の医療機関での
接種体制を支援

ワクチン接種円滑化システム（V
－SYS）や予約システムへの入
力をサポート
（医療機関の希望に応じて）

・接種する体制を整えていただける
医療機関に協力金を支給

・アナフィラキシーなど不測の事態
に備え、設備の整った病院による
バックアップ体制を支援



コールセンターの設置
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〇日光市新型コロナウイルスワクチン接種

コールセンター （3月15日から）

電話：０２８８－２５－７９５５
FAX：０２８８－２５－７９５８
受付時間：平日９：００～１７：００
受付内容：接種に関するお問い合わせ

接種の予約受付（クーポン配布後）

〇受診・ワクチン相談センター （３月１日から） 栃木県

電話：０５７０－０５２－０９２（２４時間 土日、祝日を含む毎日）
※新型コロナウイルスワクチン接種に関する専門相談は9:00～21:00

土日、祝日を含む毎日


