議員全体説明会資料

令和３年１２月２７日
保健福祉部健康増進課
新 型 ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接 種 対 策 室
新型コロナウイルスワクチンの３回目接種について

１ ３回目接種の概要について
新型コロナウイルスワクチンは，２回の接種後，感染予防効果が時間の経過とともに低下するた
め，感染拡大の防止及び感染時の重症化予防を目的として実施する。
(1) 対象者
２回目接種を終えた１８歳以上の希望者
(2) 接種時期
原則，２回目接種日から８か月経過した日から可能となるが，以下のとおり，対象者によって
は，例外的に前倒しが可能となった。
（令和３年１２月１７日国事務連絡：参考資料１）
対象者
２回目からの経過日
取扱基準
適用開始日
① 医療従事者等
６か月
例外
R3.12.1
② 高齢者施設等入所者・従事者※１
６か月
例外
R3.12.1
③ 入院患者
６か月
例外
R3.12.1
④ ６５歳以上の方
７か月
例外
R4.2.1
⑤ ６５歳未満の方
８か月
原則
※１：通所サービス事業所の利用者・従事者も含む。
(3) 使用するワクチン
① mRNA ワクチン：ファイザー社ワクチン，武田／モデルナ社ワクチン
② 交差接種
１・２回目接種時のワクチンに関わらず，３回目接種はいずれのワクチンを使用しても，十
分な予防効果や安全性は立証されている。
【交差接種の例】
１・２回目接種のワクチン
３回目接種のワクチン
予防効果・安全性
ファイザー
ファイザー
○
ファイザー
モデルナ
○
③ 現時点における配分情報について
ア 今年度中に接種予定者数に相当する量を供給
イ ワクチン２社の配分比，配送時期別の供給量等，詳細は１２月２４日現在未定
２ 本市における今年度の接種体制について※２
※２：一般の６５歳未満の方が２回目接種を完了した時期は今年８月以降となるため，３回目接種
は令和４年４月以降（来年度）の接種となる。
(1) 医療従事者に対する接種
① 気仙沼市立病院・気仙沼市立本吉病院の医療従事者等
ア 時期 令和３年１２月１０日～２０日
イ 場所 気仙沼市立病院・気仙沼市立本吉病院
ウ 人数 ７９０人（市立病院：７３０人，本吉病院：６０人）
② 気仙沼市医師会，気仙沼薬剤師会，気仙沼歯科医師会の医療従事者等（①以外の方）
ア 時期 令和４年１月２２日～３０日※３
イ 場所 気仙沼市総合体育館「ケー・ウエーブ」
ウ 人数 約１，３５０人
※３：当該機会を利用せず，自院において前倒しで接種する医療機関もある。
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(2) 高齢者施設等入所者・従事者，入院患者対する接種
接種体制が整い次第，各施設・医療機関において，１月中に前倒しで接種を行う。
① 対象者 約２，５００人
② 場所
各高齢者施設・医療機関等
(3) 上記以外に対する接種
① 対象者
ア ６５歳以上の方
令和３年８月までに２回目接種を終えた方
約２０，３００人
※４
７月
〃
約１，５００人
イ ６５歳未満の方
※４：幼保・学校関係者等職務上優先的に６５歳以上の方と同時期に接種した方
② 実施の概要
集団接種・個別接種について，接種の開始時期に向けて，以下のとおり接種券の送付，予約
案内を進めていく。
なお，市外会場での接種を行う方については，下記によらず，各施設・会場の予定に準じる。
ア 接種までの流れ
(ｱ) 「接種券」の送付
… １月１８日以降，今年度の接種対象者全員に送付
↓
… 接種開始時期の２週間前に対象者に送付※６
(ｲ) 予約案内の送付※５
↓
(ｳ) 予約受付の開始
… 接種開始時期の１週間前から開始※６
↓
(ｴ) 接種開始
※５：
「接種のご案内」として送付（集団接種日程，予約方法，当日の準備など周知予定）
※６：第１グループ（後述イ）については例外的に，予約案内の送付時期・予約受付の開始
時期が短い。
イ 時期に応じた接種者のグループ化
対象者によって接種可能な時期が異なること，また，多人数の一斉予約による予約の混雑
を緩和するため，今年度中に接種可能な方を４グループに分け，グループ単位で，接種まで
の流れを進める。
（別紙）
グル
予約案内の
集団接種
２回目接種を行った期間
対象者数
予約開始
ープ
送付時期
の見込み
65 歳～ R3.6. 1 ～ 7. 1
第１
約 8,300 人 R4.1.24 頃※６ 1.31※６
2.5 以降
( ～64 歳 R3.6. 1
)
65 歳～ R3.7. 2 ～ 7.13
第２
約 6,700 人 R4.1.31 頃
2.7
2.15 以降
( ～64 歳 R3.6. 2 ～ 6.13 )
65 歳～ R3.7.14 ～ 8. 1
第３
約 5,400 人 R4.2.14 頃
2.21
3.1 以降
( ～64 歳 R3.6.14 ～ 7. 1 )
65 歳～ R3.8. 2 ～ 8.31
第４
約 1,400 人
未定※７
未定※７
未定※７
( ～64 歳 R3.7. 2 ～ 7.31 )
※７：第３グループまでの状況等を踏まえ決定する。必要なワクチン量は確保済み。
ウ １月中旬に送付する「接種券」について（参考資料２）
(ｱ) 新型コロナウイルスワクチンの３回目接種のお知らせ×１枚
(ｲ) 新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時接種）台紙×１枚
(ｳ) 新型コロナワクチン接種の予診票（追加接種用）×１枚
(ｴ) 新型コロナワクチン予防接種についての説明書（ファイザー社ワクチン用）×１枚
(ｵ) 新型コロナワクチン予防接種についての説明書（武田／モデルナ社ワクチン用）×１枚
(4) 集団接種に係る実施体制
① 期間
令和４年２月上旬～３月中旬（日程調整中）
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② 会場
ア 気仙沼市総合体育館「ケー・ウエーブ」
イ 気仙沼市唐桑保健福祉センター「燦さん館」
ウ 気仙沼市本吉保健福祉センター「いこい」
③ ワクチン
ア ファイザー社，武田／モデルナ社のどちらも使用する。
イ 接種者はどちらで接種するか，予約時に接種日時・会場から選択できるよう調整中。
④ 受付窓口
ア インターネット予約
(ｱ) 窓口：予約専用サイト「mrso」 https://jump.mrso.jp/042056/
(ｲ) 時間：２４時間対応
イ コールセンター予約※８
(ｱ) 窓口：気仙沼市コールセンター TEL：0120-070-825
(ｲ) 時間：午前９時～午後５時（土日祝日対応）
※８：回線数を１５回線から４０回線に増設済
ウ 窓口支援
(ｱ) 市民健康管理センター「すこやか」
… 午前９時～午後５時（平日）
(ｲ) 市ワン・テン庁舎２階，階上・大島出張所，唐桑・本吉総合支所保健福祉課，各公民館
… 午前９時～午前１１時半（平日）
⑤ 移送支援
自家用車，家族による送迎，公共交通機関等の方法がなく，集団接種会場までの移動手段で
お困りの方に向けて，乗合タクシー・介護タクシーを運行する。
(5) 個別接種に係る実施体制
１・２回目接種時と同様に，集団接種と並行して行っていく。対応する医療機関については，
気仙沼市コールセンターにて紹介し，予約は直接医療機関にて行う。
接種時期は，集団接種に準じ，接種券の送付，予約案内の送付時期，予約開始時期は２-(3)-②
-イのとおり。
(6) 東北大学ワクチン接種センターについて
県内在住で接種券を有する方を対象として，３回目接種を実施中。
（令和３年１２月２０日県記
者発表資料：参考資料３）※９
※９：接種券を１月１８日より前に希望する方は申し出ていただく。
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別紙

令和４年３月までの３回目接種スケジュールイメージ
接種分類

第１
グル
ープ

集団
接種
・
個別
接種

第２
グル
ープ

第３
グル
ープ

第４
グル
ープ

対象者
２回目接種の期間
・65歳～：R3.6.1～7.1
・～65歳：R3.6.1
約8,300人

２回目接種の期間
・65歳～：R3.7.2～7.13
・～65歳：R3.6.2～6.13
約6,700人

２回目接種の期間
・65歳～：R3.7.14～8.1
・～65歳：R3.6.14～7.1
約5,400人

２回目接種の期間
・65歳～：R3.8.2～8.31
・～65歳：R3.7.2～7.31
約1,400人

上旬

令和４年１月
中旬
下旬

上旬

２月
中旬

施設入所者・従事者等

上旬

３月
中旬

４月
下旬

接種券 接種のご案内（1/24頃）
予約受付（開始日：1/31）
接種日

接種券

接種のご案内（1/31頃）
予約受付（開始日：2/7）
接種日

接種券

後日
案内

接種のご案内（2/14頃）
予約受付（開始日：2/21）
接種日

接種券
未定
後日案内

接種券
施設接種

下旬

施設接種（接種券が届き次第）

参考資料１

事

務

連

絡

令 和 ３ 年 12 月 17 日
都道府県
各 市 町 村 衛生主管部（局）御中
特 別 区
厚生労働省健康局健康課予防接種室

初回接種完了から８か月以上の経過を待たずに
新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について

新型コロナワクチンの追加接種（３回目接種をいう。以下同じ。）については、
新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種実施要領（「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」
（令和２年 12 月 17 日付け健発
1217 第４号厚生労働省健康局長通知別添）別添）において初回接種（１回目、
２回目接種をいう。以下同じ。）の完了から原則８か月以上の間隔をおいて１回
接種することとし、また、
「新型コロナワクチンの追加接種の接種間隔に係る例
外的取扱いについて」
（令和３年 11 月 26 日付け厚生労働省健康局健康課予防接
種室事務連絡）
（別添１）においては、医療機関等でのクラスター発生時に接種
間隔の例外的な取扱いが認められる場合についてお示ししたところです。
今般、新たな変異株の発生等の状況を踏まえ、クラスター発生の場合に限らず、
初回接種の完了から８か月以上の経過を待たずに追加接種を実施する場合の接
種対象者等について、下記のとおり整理いたしました。
各市町村（特別区を含む。以下同じ。）におかれましては、本事務連絡の内容
について十分御了知の上、関係機関等への周知を行っていただくようお願いい
たします。なお、今回の対応に伴う武田/モデルナ社ワクチンの配分等について
は、追ってお知らせいたします。
記
１．医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等に対する追加接種
（１）対象者
市町村は、以下の者に対して、（２）の実施手順により、初回接種の完了か
ら８か月以上の経過を待たずに追加接種を実施できることとする。
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①

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６
版）
（以下「手引き」という。）第２章の２の（２）のア（表１）に掲げる
医療従事者等（以下「医療従事者等」という。）
② 手引き第２章の２の（２）のウ（表３）に掲げる高齢者施設等（以下「高
齢者施設等」という。）の入所者及び従事者、通所サービス事業所（手引
き同エに掲げる事業所等のうち通所によるサービスを提供するものをい
う。以下同じ。）の利用者及び従事者並びに病院又は有床診療所の入院患
者
（２）実施手順
初回接種の完了から８か月以上の経過を待たずに追加接種を実施する場合
には、下記の共通事項に留意するとともに、①から③に掲げる対象者の区分に
応じ、以下の手順により実施する。
・ 医療従事者等への接種及び重症化のリスクが高い入所者が多い高齢者
施設等における接種を優先すること。
・ 予防接種実施規則（昭和 33 年厚生省令第 27 号）附則第８条第１項の規
定に基づき、初回接種の完了から６か月以上の間隔をおいて実施するこ
と。
・ 追加接種の実施時までに市町村から接種券を発行することが困難な場
合には、
「例外的な取扱として接種券が届いていない追加接種対象者に対
して新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用について」
（令
和３年 11 月 26 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡）
（別
添２）の内容に従って追加接種の事務を実施すること。
・ 市町村の衛生部局は、介護保険部局、障害福祉部局等の関係部局と連携
して対応すること。
①医療従事者等並びに高齢者施設等の入所者及び従事者
・ 医療機関等及び高齢者施設等において手引きに基づく接種体制の構築
を行った上で、追加接種を行うこと。
②通所サービス事業所の利用者及び従事者
・ 通所サービス事業所において接種体制を確保した上で、高齢者施設等で
の実施方法に準じて、その利用者と従事者に対する追加接種を行うこと。
③病院及び有床診療所の入院患者
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・ 市町村と都道府県が連携し、入院患者に対する接種を行う意向を持つ病
院や有床診療所を把握し、必要なワクチンの配分等を行い、追加接種を実
施すること。
２．その他の高齢者に対する追加接種（令和４年２月以降の対応）
市町村は、１．
（１）に掲げる者であって同（２）の実施手順による追加接種
を受けたもの以外の高齢者について、令和４年２月以降初回接種の完了から 7 か
月以上経過した後に追加接種を実施することができることとする。

以上
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＜個別接種＞
▶

▶ 施設接種（高齢者施設・障がい者施設等での接種）をご希望の方は、入所中・利用中の施設へ、
直接お問合せください。

今回のお知らせは、今年３月までに接種可能な方に対して、
接種券をお送りするためのもので、予約のお知らせではありません。

＜住所地外接種届＞
単身赴任などを理由に、本市に住所を有する方が、市外の医療機関などで接種を希望する場合は、
当該施設がある自治体へお問合せください。

▶

単身赴任などを理由に、市外に住所を有する方が、本市で接種を希望する場合は、事前に、住所地
外接種届が必要となります。住所地の自治体から届く接種券をお持ちのうえ、市民健康管理セン
ター「すこやか」窓口までお越しください（かかりつけ医に受診する場合であっても届出は必要で
すので、ご注意ください）。

順次、対象となる方々へ「接種のご案内」をお送りします。
予約は「接種のご案内」が届くまでお待ちください。
それまでこの封筒は大切に保管してください。

＜東北大学ワクチン接種センター＞

＜同封物＞

▶

▶
▶
▶
▶

県内在住で接種券をお持ちの１８歳以上の方はご利用いただけます。本市の接種日程（２頁参照）
よりも早期に接種をご希望の方等はこちらをご利用ください。詳しくは、直接お問合せください。
●
●
●

場所 宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15 TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口４階
URL https://miyagi-mass-vaccination.jp/
電話 ０５７０－００３－５０３（午前９時～午後５時（土日祝日対応））

今回、お送りしている書類は次の４種類です。

新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時接種）台紙 １枚
新型コロナワクチン接種の予診票（追加接種用） １枚
新型コロナワクチン予防接種についての説明書（ファイザー社ワクチン用） １枚
新型コロナワクチン予防接種についての説明書（武田／モデルナ社ワクチン用） １枚

＜３回目接種について＞

＜１・２回目の接種履歴＞
▶ 同封の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時接種）台紙」には、１・２回目の接種履
歴が表記されていますが、本市へ転入する前に接種を済ませた方は「＊＊＊＊＊」と表記されてい
ます。接種履歴は、接種した自治体へお問合せください。
▶

（作成日：令和３年１２月２４日）

新型コロナウイルスワクチンの３回目接種のお知らせ

＜施設接種＞

▶

令和４年１月 気仙沼市

参考資料２－１

個別接種をご希望の方は、個別接種を行っている医療機関へ、直接お問合せください。
対応している医療機関は、気仙沼市コールセンター（☎ 0120-070-825）にてご紹介しています。

表記されている接種履歴に疑問がある場合は、１・２回目の接種済証（又は接種記録書）をお持ち
のうえ、市民健康管理センター「すこやか」窓口までお越しください。

新型コロナウイルスワクチンは、２回の接種後、感染予防効果が時間の経過とともに低下するため、
感染拡大の防止や重症化の予防を目的として、３回目の接種を行うものです。
【３回目接種の特徴】
▶

対象者は、新型コロナウイルスワクチンを２回接種した１８歳以上の希望者です。※

※国が定める事業期間（令和４年９月３０日）までに１８歳以上になる方（平成１６（２００４年）年１０月１日以前
に生まれた方）が対象です。

▶

＜その他＞

３回目は、２回目から一定期間空ける必要があり、現在、政府から以下のとおり示されています。
● ６５歳以上の方 … ２回目接種日から７か月経過した日から接種することができます。※
● ６５歳未満の方 …
〃
８か月
〃
＊ 上記のうち、医療従事者、高齢者施設等の入所者・従事者などは、６か月経過した日から前倒
しで接種が可能です。

▶ ３回目接種は、以下の方々に対して、特に推奨しています。
○高齢者などの「重症化リスクが高い方」／○介護従事者などの「重症化リスクが高い方との接触
が多い方」／○医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルス曝露リスクが高い方」
▶ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。
感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいたうえで、ご本人の意思に基づ
いて接種をご判断ください。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。職場や周りの方などに接種
を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

※今年度６５歳となる方（昭和３２年４月１日以前に生まれた方）を含みます。

▶

▶ 予防接種健康被害救済制度があります。
予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではある
ものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

ワクチンは「ファイザー社」と「武田／モデルナ社」のワクチンを使います。
● １・２回目接種の時に使用したワクチンにかかわらず、３回目接種はどちらのワクチンを使用
しても、十分な予防効果や安全性が立証されています。
● どちらのワクチンで接種するかは、予約の際に、日時・会場からお選びいただけますが、空き
状況により、ご希望にそえない場合があります。

▶ ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。
新型コロナウイルスワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果が確認されていますが、そ
の効果は１００％ではないほか、ウイルスの変異による影響もあります。このため、皆さまには感染予防対策の継
続をお願いします。具体的には、「３つの密（密集・密接・密閉）」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗い
や手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。
新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省
ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。
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▶

接種の開始時期は今年２月で、１・２回目同様に予約制です。３月までに接種可能な方に、順次、
「接種のご案内」をお送りしながら、予約をご案内していきます。

【新型コロナウイルスワクチン問合せ窓口】
気仙沼市コールセンター

☎０１２０－０７０－８２５ 午前９時～午後５時（土日祝日対応）
１頁

新型コロナウイルスワクチンの集団接種について

（令和３年１２月２４日時点で定めた計画・スケジュールです。感染拡大等の事情により、日程が変更する可能性があります。最新の情報は「接種のご案内」や市ホームページ等でご確認をお願いします。）

＜接種のご案内と予約方法＞
▶

集団接種・個別接種は、今年３月までに３回目接種が可能な方々を、４グループに分け、順次、「接種のご案内」をお送りし、グループ単位で予約を受付していきます。
ご予約は、必ず、「接種のご案内」がお手元に届き、ご自身のグループの予約受付開始日時を過ぎてからお申込みください。

▶

集団接種の具体的な日程（下表の「接種日」）は、「接種のご案内」でお知らせしますので、お待ちください。
なお、ご自身のグループ内にある日程がご希望にそわない場合は、ご自身のグループより後ろの日程の中からお選びください。その際には、後ろのグループの予約受付開始日時を
待ってからお申込みください。

▶

施設接種や市外の会場で接種をお考えの方は、下記日程にかかわらず、各施設・会場へお問合せください。

【今年３月までの４グループ】
グループ

第１

第２

第３

第４

【令和４年３月までの集団接種スケジュールイメージ】

接種のご案内
送付時期※

２回目接種を行った期間
65歳以上

R3年6月

1

日～

65歳未満

R3年6月

1

日

65歳以上

R3年7月

2

日～

日

7月13日

65歳未満

R3年6月

65歳以上

R3年7月14日 ～

8月 1

日

65歳未満

R3年6月14日 ～

7月 1

日

65歳以上

R3年8月

2

日～

8月31日

65歳未満

R3年7月

2

日～

7月31日

2

日～

7月 1

6月13日

1月24日頃
1月31日頃
2月14日頃
未定

予約受付
開始日時

接種日
第１

２月５日
以降

1月31日
午前９時

日
午前９時

２月１５日
以降

2月21日

３月１日
以降

2月 7

上旬

午前９時
未定

令和４年１月
中旬
下旬

※郵送等の事情により、お手元に届くまでに数日かかる場合があります。予め、ご了承願います。

第４

接種券

ご自身が何グループに該当するかは、
同封の「新型コロナウイルスワクチ
ン予防接種済証（臨時接種）台紙」
の右上欄をご確認ください。

３月
中旬

下旬

４月

接種のご案内（1/31頃）
予約受付（開始日：2/7）

接種券

これ以降

接種日

は、改め

接種のご案内（2/14頃）

てご案内

予約受付（開始日：2/21）

します。

接種日
接種券

グループ

（65歳以上の方の見本）

上旬

接種日

グループ

未定

下旬

予約受付（開始日：1/31）

グループ

第３

２月
中旬

接種券 接種のご案内（1/24頃）

グループ

第２

上旬

未定
（改めてご案内します）

＜集団接種などの窓口＞
▶ インターネット予約（２４時間対応）
予約専用サイト「mrso」 https://jump.mrso.jp/042056/

予約専用サイト

▶ コールセンター予約（午前９時～午後５時（土日祝日対応））
気仙沼市コールセンター ☎ ０１２０－０７０－８２５

＜集団接種会場＞
▶

気仙沼市総合体育館「ケー・ウエーブ」

▶

気仙沼市唐桑保健福祉センター「燦さん館」 （住所：気仙沼市唐桑町石浜282-3）

▶

気仙沼市本吉保健福祉センター「いこい」

▶ 窓口支援
インターネットが難しい、電話が繋がらない等の場合は、窓口でお手伝いします。
ご来庁の際には、必ず「接種券（＝この白い封筒です。）」をお持ちください。

（住所：気仙沼市赤岩牧沢44-180）
（住所：気仙沼市本吉町津谷新明戸136）

● 市民健康管理センター「すこやか」（気仙沼市東新城二丁目2-1）
⇒ 平日 午前９時～午後５時

＜乗合タクシー・介護タクシー＞

● 市ワン・テン庁舎２階、階上・大島出張所、唐桑・本吉総合支所保健福祉課、
各公民館 ⇒ 平日 午前９時～午前１１時半

自家用車、ご家族による送迎、公共交通機関などの方法がなく、集団接種会場までの移動方法でお困り
の方に向けて、１・２回目の時と同様に、乗合タクシー・介護タクシーを運行する予定です。詳細は
「接種のご案内」をご覧ください。
２頁
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0000000002
0000000000
〇〇〇区
〒988-0817
西八幡町区
〒988-0000
宮城県気仙沼市西八幡前２６０番地１
宮城県気仙沼市〇〇〇町××番地×
△△△


△△


様





あなたの３回目接種可能日は，
令和４年２月４日です。
宮城県気仙沼市
本市では，あなたを
市長 菅原 茂

第２グループ として案内します。

KS-301-0000002#

0000000000
0001383914
△△△

△△

宮城県気仙沼市〇〇〇町××番地×
宮城県気仙沼市西八幡前２６０番地１

昭和**年**月**日
昭和56年9月17日
（19**年）
(1981年)

宮城県気仙沼市 市長 菅原 茂

接種場所
接種医療機関

2021年04月26日
2021年06月13日

2021年05月17日
2021年07月04日

ファイザー

ファイザー

ET3674
EY3 8 6 0

EX3617
FC5
947

気仙沼市総合体育館ケー・ウェーブ
気仙沼市立病院

気仙沼市立病院
気仙沼市総合体育館ケー・ウェーブ

0000000002
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宮城県気仙沼市

宮城県

0001383914
**********

気仙沼市

△△△

○○○町××番地×
西八幡前２６０番地１

△△△

2021年04月26日
2021年06月13日

△△



230420560001383914

△△

1 9 8* 1* 0* 9* *1 7*

042056

✔

2021年05月17日
2021年07月04日
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新型コロナワクチン予防接種についての説明書
（追加（3 回目）接種用）

ファイザー社
ワクチン用
（2021 年 12 月）

新型コロナウイルスワクチン接種について
本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。
）
本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンの追加（3 回目）接種は 18 歳以上の
方が対象です。
ワクチンの効果と投与方法
今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。
本ワクチンの追加接種から 1 ヶ月後の中和抗体価は、2 回目の接種から 1 ヶ月後の中和抗体価よりも数倍高い値であること
が報告されています。
販売名

コミナティⓇ筋注

効能・効果

SARS-CoV-2 による感染症の予防

接種回数・間隔

1 回（2 回目の接種が完了してから原則 8 ヶ月以上経過した後） ※筋肉内に接種

接種対象

18 歳以上（18 歳未満の人に対する追加接種の有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）

接種量
１回 0.3 mL を 1 回
 海外での状況や、ワクチンの効果の持続期間の知見を踏まえ、２回目の接種完了から原則８ヶ月以上あけて接種を受け
てください。
 1 回目や 2 回目の接種に用いたワクチンの種類に関わらず、本ワクチンの接種が可能です。
 本ワクチンの追加接種を受けても、感染を完全に予防できる訳ではありません。また、ワクチン接種にかかわらず、引き続き、
適切な感染防止策を行う必要があります。
予防接種を受けることができない人
下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。
 明らかに発熱している人（※1）
 重い急性疾患にかかっている人
 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合
はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。
１回目あるいは２回目の接種でこれらの症状が認められた人は、同一のワクチンを用いた追加接種を受けることはできません。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人
下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師
へ伝えてください。
 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
 過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
 過去にけいれんを起こしたことがある人
 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人
妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。ただし、かか
りつけの産婦人科医に確認していない場合でも、予診医によりワクチン接種が可能と判断された場合は、接種が可能です。
本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こした
ことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。
（うらへ続く）

接種を受けた後の注意点
 本ワクチンの接種を受けた後、15 分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気
分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は 30 分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を
感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。(急に起こる副反応に対応できます。)
 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
 通常の生活は問題ありませんが、当日の激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。
副反応について
 主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大
な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかにな
っていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しまし
ょう。
 ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています(※)。接種後数日以内に胸の痛み
や動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
（※）1 回目よりも 2 回目の接種の後に多く、若い方、特に男性に多い傾向が見られます。

 追加接種では、1 回目や 2 回目の接種と比較して、主に脇の下のリンパ節の腫れが多く（5％程度）報告されています。
症状は軽く、数日以内に回復することが多いですが、腫れがひどかったり長引く場合は、医療機関を受診してください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことが
できないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）
が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症

化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために

必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、
この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答
が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。
本剤には、下記の成分が含まれています。
有効成分
 トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物
 ＡＬＣ－０３１５：［（4-ヒドロキシブチル）アザンジイル］ビス（ヘキサン-6,1-ジイル）ビス（2-ヘ
キシルデカン酸エステル）
 ＡＬＣ－０１５９：2-［（ポリエチレングリコール）-2000］-N,N-ジテトラデシルアセトアミド
 ＤＳＰＣ：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
 コレステロール
 塩化カリウム
 リン酸二水素カリウム
 塩化ナトリウム
 リン酸水素ナトリウム二水和物
 精製白糖
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新型コロナワクチン予防接種についての説明書
（追加（3 回目）接種用）

武田／モデルナ社
ワクチン用
（2021 年 12 月）

新型コロナウイルスワクチン接種について
本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。
本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンの追加（3 回目）接種は 18 歳以上の
方が対象です。
ワクチンの効果と投与方法
今回接種するワクチンは武田／モデルナ社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。
本ワクチンの追加接種から 28 日後の中和抗体価は、2 回目の接種から 28 日後の中和抗体価よりも高い値であることが報
告されています。
販売名
スパイクバックス筋注Ⓡ
効能・効果
SARS-CoV-2 による感染症の予防
接種回数・間隔
1 回（2 回目の接種が完了してから原則 8 ヶ月以上経過した後） ※筋肉内に接種
接種対象
18 歳以上（18 歳未満の人に対する追加接種の有効性・安全性はまだ明らかになっていませ
ん。）
接種量
１回 0.25 mL を 1 回
 ワクチンの供給力や、効果の持続期間の知見等を踏まえ、２回目の接種完了から原則８ヶ月以上あけて接種を受けてくだ
さい。
 1 回目や 2 回目の接種に用いたワクチンの種類に関わらず、本ワクチンの接種が可能です。
 本ワクチンの追加接種を受けても、感染を完全に予防できるわけではありません。ワクチン接種にかかわらず、引き続き、適切
な感染防止策を行う必要があります。
予防接種を受けることができない人
下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。
 明らかに発熱している人（※1）
 重い急性疾患にかかっている人
 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合
はこの限りではありません。
（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。
１回目あるいは２回目の接種でこれらの症状が認められた人は、同一のワクチンを用いた追加接種を受けることはできません。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人
下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師
へ伝えてください。
 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
 過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
 過去にけいれんを起こしたことがある人
 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人
妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。ただし、かか
りつけの産婦人科医に確認していない場合でも、予診医によりワクチン接種が可能と判断された場合は、接種が可能です。
本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こし
たことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。
（うらへ続く）

接種を受けた後の注意点
 本ワクチンの接種を受けた後、15 分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、
気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は 30 分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常
を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。(急に起こる副反応に対応できます。)
 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。
副反応について
 主な副反応は、注射した部分の痛み（※１）、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に
起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これま
でに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつ
け医に相談しましょう。

（※１）初回（１回目・２回目）接種では、接種直後よりも翌日に痛みを感じる方が多く、また、接種後１週間程度経ってから、痛
みや腫れなどが起きることも報告されています。



ごく稀ではあるものの、初回接種では、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています(※２)。接種後
数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

（※２）1 回目よりも 2 回目の接種の後に多く、若い方、特に男性に多い傾向が見られます。


追加接種では、1 回目や 2 回目の接種と比較して、リンパ節の腫れが多く（20％程度）報告されています。症状がひど
かったり長引く場合は、医療機関を受診してください。

予防接種健康被害救済制度について
予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことが
できないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）
が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症

化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（武田／モデルナ社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために

必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、
この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答
が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。
本剤には、下記の成分が含まれています。
有効成分
 エラソメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物
 SM-102：ヘプタデカン-9-イル 8-((2-ヒドロキシエチル)(6-オキソ-6-(ウンデシルオキシ)ヘキシル)アミノ)
オクタン酸エステル
 コレステロール
 DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
 1,2-ジミリストイル-rac-グリセロ-3-メチルポリオキシエチレン（PEG2000-DMG）
 トロメタモール
 トロメタモール塩酸塩
 氷酢酸
 酢酸ナトリウム水和物
 精製白糖
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「東北大学ワクチン接種センター」の接種対象者拡大
及び年末年始の開設について
令和３年１２月１７日付けで，厚生労働省から新型コロナワクチンの追加接種（３回目接種）の接種対象
者拡大についての方針が示されたことから，東北大学ワクチン接種センターの接種対象者を拡大するとと
もに，年末年始も開設することとしましたのでお知らせします。
１ 接種対象者の拡大
医療従事者等，高齢者施設等の入所者及び従事者，通所サービス事業所の利用者及び従事者につ
いては，接種日時点で２回目の接種日から６か月以上経過した方を対象者に加え，以下のとおりとする。
【対象者】
次の全てを満たす方
・宮城県内在住で，市町村から発行された追加接種（３回目接種）の接種券をお持ちの方（紛失された
方は市町村から再発行を受けて下さい）
・予約する接種日時点で満１８歳以上の方
・予約する接種日時点で２回目の接種日から８か月以上経過した方並びに２回目接種日から６か月以
上経過した医療従事者等，高齢者施設等の入所者及び従事者，通所サービス事業所の利用者及び
従事者
※対象者の範囲については，引き続き国の方針に従って拡大していく予定
２ 接種期間・接種者数等（ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ仙台西口４階）
令和３年１２月２９日（水），３０日（木）及び令和４年１月３日（月）を追加で開設し，以下のとおり実施す
る。
（１）接種期間
令和３年１２月２０日(月)から令和４年１月１３日（木） ９時３０分から１６時３０分まで
※土日，祝日，及び年末年始（１２月３１日～１月２日）を除く
（２）接種者数
予約状況に応じて接種者数を決定
（３）接種ワクチン
令和３年１２月２８日（火）まで…ファイザー社製ワクチン
令和３年１２月２９日（水）から…モデルナ社製ワクチン
３ 予約受付期間
令和３年１２月２０日(月)から令和４年１月１３日（木） まで

４ 予約方法
（１） Ｗｅｂ予約
以下のＵＲＬ，ＱＲコード，またはキーワード検索で東北大学ワクチン接種センターポータルサイトにア
クセスし，画面表示に従い予約。
ＵＲＬ：https://miyagi-mass-vaccination.jp/
キーワード検索： 宮城県 ワクチン接種センター
（２） ＬＩＮＥ予約
ポータルサイトに掲載されるＱＲコードから LINE アプリにアクセスし，画面表示に従い予約。
【操作方法】
① QR コードから LINE アプリにアクセス
② 「東北大学ワクチン接種センター」を友だち追加
③ 「接種の予約」をタップ
④ 予約ページに移行
（３） 電話予約
電話番号：０５７０－００３－５０３
予約受付時間：午前９時から午後６時まで（土日，祝日，年末年始も受付）
※ ナビダイヤルでの案内となるため，通話料金は発信者負担となります。
※ 県外の接種券をお持ちの県内在住者の方は予約システムへの事前情報登録が必要になりますので，
上記電話番号へ県外の接種券をお持ちであることをお伝えのうえ，事前情報登録についてお問い合わせ
ください。

