
米沢市新型コロナウイルスワクチン
接種実施計画

令和３年５月１０日 改正
米沢市



• 新型コロナウイルスワクチンの接種により、市民の生命・健
康を損なうリスクや医療への負荷の軽減を図るとともに地域
経済の安定化に資するべく、安全かつ円滑なワクチン接種
を実施するため、必要な体制の確保を図ることを目的とする。

計画の目的

• 予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）附則第７条第２項の
規定に基づき米沢市が実施するもの。

実施主体

• 令和３年２月１７日から令和４年２月２８日まで

実施期間

• 接種を受ける日において、本市の住民基本台帳に記録され
ている者及びやむを得ない事情により本市に居住している
者で１６歳以上の者（他自治体で２回の接種を受けている者
を除く。）

接種対象者

• 令和３年４月２４日（土） 場所：米沢市すこやかセンター

接種開始時期

米沢市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画 概要

NO 対象者 概数 備考

1 医療従事者 2,400人 県で算出

2 65歳以上の高齢者 26,270人 接種券送付
実数（4/17時点）

3 基礎疾患を有する者
（20歳～64歳）

5,700人 人口の8.2％
（国の参考値）

4 高齢者施設等の従事者 1,900人 市の調査による

5 16歳以上で上記以外の者 33,080人

計 69,350人 R3.1.5現在

接種順位及び対象者概数

• 米沢市医師会及び米沢市薬剤師会の協力
を得て実施。集団接種に従事する看護師に
ついては、健診業務を委託している在宅の
看護師を中心に募集を行い会計年度任用職
員として任用する。

集団接種における医療従事者の確保

• 集団接種と個別接種の併用方式

接種方式について
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※本計画の対象は、上記のうち県が調整主体である医療従事者を除く者と
する。年齢は令和4年3月31日時点での満年齢



かかりつけ医

身近なかかりつけ医

で実施

集団接種

市内３病院による接種

舟山病院

三友堂病院

国立病院機構米沢病院

高齢者施設等での接種

自宅への往診による接種

生活実態を踏まえた接種

を受けやすい環境の整備

新型コロナウイルスワクチン接種体制
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〇 かかりつけ医療機関での「個別接種」⇒高齢者が近くのかかりつけ医等で安心して接種を行うことができる。

〇 すこやかセンターでの「集団接種」⇒働く世代等が受けやすいよう土・日に実施する。

〇 市内３病院の協力によるかかりつけ以外の「接種」⇒接種機会の確保を図る。

○ 高齢者施設等への「巡回（訪問）接種」⇒嘱託医または協力医による施設での接種または往診により接種を行う。

すこやかセンターを会場として
水・木・土・日実施



新型コロナウイルスワクチン接種の順番及び接種スケジュール

〇７月末までに６５歳以上の高齢者の８０％が接種完了することを目途とし、接種体制の確保を図る。
〇接種券の発送を年代順に発送し、４月中に６５歳以上の高齢者へ接種券を発送。
６５歳未満については、６月１８日（金）を目途に接種券を発送。

高齢者/高齢者施設等従事者

基礎疾患を有する者

医療従事者
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その他、一般の方については、

6月18日に接種券を発送予定

4月 5月 6月 7月 8月 9月

〇接種券の発送
・85歳以上 4月12日発送
・84歳～80歳 4月21日発送
・79歳～65歳 4月27日発送
・高齢者施設従事者

5月第3週以降発送



① ６５歳以上の高齢者（26,270人【施設入所者を含む。】）に対し、令和３年４月２４日から接種を開始し、７月中に高齢者の

約８０％（約21,000人）が２回目の接種を完了する接種体制を整備。

② ワクチンはファイザー社製のワクチンを接種。ワクチンは２１日後に２回目の接種をする必要がある。

③ 市内３１医療機関においてかかりつけ医による個別接種を行う。【5月24日（月）開始】

④ 接種方法は、「集団接種」 「個別接種」の併用方式。「高齢者施設における接種」、「在宅介護の高齢者への接種」、「入院患者

への接種」に分類し、希望する方が確実に接種を受けられるよう関係機関と調整。

■ 接種方法 併用方式
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高齢者にかかるワクチン接種のスケジュール及び接種方法

４月 ５月

６５歳以上の
高齢者の接種

接種券の発送

6月

集団接種 4月24日(月）～

7月

舟山病院 5月31日～
三友堂病院 6月13日、20日、7月4日、11日
国立病院機構米沢病院 5月31日～

個別医療機関による個別接種 5月24日(月）～

■ 接種のスケジュール

集団接種

（12,400人）

個別接種

（6,600人）

高齢者施設
での接種

（2,000人）

（約26,270人）

※７月末までに高齢者の８
割が２回目の接種を完了で
きるよう接種スケジュール
の調整を図る。



新型コロナウイルスワクチンの種類と特性

項目 ファイザー社 アストラゼネカ社 武田／モデルナ社

接種回数 ２回（21日間隔） ２回（28日間隔） ２回（28日間隔）

保管温度 －75℃±15℃ 2～8℃ －20℃±5℃

バイアル開封後の保存条件
（温度、保存可能な期間）

冷蔵庫で解凍する場合は、
解凍及び希釈を５日以内に行
う。
室温で解凍する場合は、解
凍及び希釈を２時間以内に行
う。希釈後、室温で６時間

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

一度針をさしたもの以降
２～25℃で６時間（解凍後の
再凍結は不可）
希釈不要

１バイアルの単位
一般的な針シリンジを用いると
５回分/バイアル

10回分/バイアル 10回分/バイアル

最小流通単位
（一度に接種会場に配送され
る最小の数量）

195バイアル （一般的な針シリ
ンジを用いると 975回接種分）

10バイアル（100回接種分）
※供給当初300万バイアル分

２バイアル（20回接種分）
※残り900万バイアル分

10バイアル （100回接種分）

備 考

医療機関では、ドライアイス又
は超低温冷凍庫で保管 ※最
大５日間、追加での冷蔵保管
可 （2～8℃）

医療機関では、冷凍庫で保管
（－20℃±5℃）

5※アストラゼネカ社、武田/モデルナ社については、薬事承認前の情報

〇ワクチンの種類は以下の３種類があるが、薬事承認を受けたファイザー社製のワクチンから
接種を開始する。



米沢市立病院

国立病院機構
米沢病院

米沢こころの
病院

佐藤病院

三友堂病院

舟山病院

三友堂リハビ
リセンター

公立高畠病院
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ワクチンの配送・ディープフリーザーの設置箇所について

〇一般市民用のワクチン（ファイザー社製）の保管管理・供給拠点は米沢市役所、舟山病院、国立病院機構米
沢病院及び三友堂病院とし、市内個別医療機関へは市職員が米沢市役所からサテライト型施設へ配送する。

一般市民用（市）
基本型施設→サテライト型施設へ小分け

医療従事者用（県）
基本型施設→連携型施設へ小分け

※医療従事者は６月第１週中に接種完了予定

米沢市役所

舟山病院

国立病院機構

米沢病院

基本型施設

市内個別

医療機関

高齢者

入所施設

障がい者

入所施設

サテライト型施設 基本型施設

連
携
型
施
設



集団接種への協力医療機関名 計 ３４ R3.5.1 現在

石橋医院 介護老人保健施設あづま 斎藤医院 田中クリニック もり医院

いまい医院 かとう整形外科クリニック 酒井耳鼻咽喉科医院 中條医院 よこやまクリニック

入間田医院 こせき腎泌尿器科 さの医院 中山胃腸科内科医院 米沢栄光の里診療所

消化器内科遠藤一平医院 こせき小児科 サンプラザ米沢 早川小児科医院 よねざわ眼科

黄木脳神経クリニック ごとう整形外科クリニック 島津医院 古川医院 羅医院

大辻外科胃腸科 消化器内科小林医院 大道寺医院 前田整形外科クリニック 米沢市立病院

岡田こどもクリニック こまがた医院 たかだ内科 松田外科医院

個別接種への協力医療機関名 計 ３１ R3.5.1 現在

石橋医院※ くまの医院 しおいクリニック 古川医院※ 米沢こころの病院

石山内科クリニック※
こせき腎泌尿器科※
6/2、6/23のみ

内科 島津医院※ 堀内胃腸科肛門科医院※ 羅医院

いまい医院※ 消化器内科小林医院 大道寺医院※ 松田外科医院
三友堂
リハビリテーションセンター

消化器内科遠藤一平医院 こまがた医院 たかだ内科※
みみはなのど
さいとうクリニック

黄木脳神経クリニック 斎藤医院※ 田中クリニック もり医院※

大辻󠄀外科胃腸科 笹井内科クリニック※ 中條医院 メディカルプラザ 山口医院※

きだ内科クリニック※ さの医院※ 中山胃腸科内科医院 よこやまクリニック
※自院を「かかりつけ」として
いる者を対象とする。

新型コロナウイルスワクチン接種協力機関一覧
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新型コロナウイルスワクチン集団接種会場イメージ図（すこやかセンター１階）

⑤健康観察
１５分～３０分

看護師

③診察１③診察２

④
接
種
１

④
接
種
２

①受付・体温測定

②予診票確認

待合室、相談室

看護師

ワクチン希釈
分注

ワクチン保管
冷蔵庫

当日の流れ
① 受付・体温測定
② 予診票の記入、確認
③ 診察／問診
④ 接種
⑤ 健康観察
⑥ 接種済証の交付

8⑥接種済証の交付

救
急
処
置

薬剤師

看護師



① 相談・予約を行うコールセンター（業者委託）を設置。市民からの集団接種の予約受付、ワクチン接種にかかる一般的な相

談を行う。

② 予約の方法は、コールセンターへの電話予約またはWEB/LINEを活用した予約システムによる予約を基本とする。

ただし、すこやかセンター2階応接室に相談窓口を設置し、来庁による予約受付も行う。

集団接種 個別接種

すこやかセンター（水・木・土・日）
舟山病院（月・火・水・金） 国立病院機構米沢病院（月～金）
三友堂病院（1回目：６/１３，６/２０，2回目：７/４，７/１１）※ただし、３病院とも祝祭日を除く

３１カ所
５月１日 現在
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新型コロナウイルスワクチン接種に関する相談・予約体制

１. コールセンター及び窓口での予約・相談

コールセンター 〇すこやかセンター２F応接室にコールセンターを設置。電話機を８台設置。
☎ ０２３８－２７－０３０１ 開設時間８：３０～１７：１５（土日祝日も開設）

〇電話で予約を受け付け、オペレーターが新型コロナウイルスワクチン接種WEB予約サービスに入力し、
集団接種会場の接種者一覧表を作成。【受託業者（株）日本旅行】

窓口対応 〇窓口に職員1名が常駐することとし、来所による相談・予約にも応じる。
※なお、人員体制については、必要に応じ増減の変更を行う。

２. 新型コロナウイルスワクチン接種WEB予約サービス

〇WEB/LINEを活用した予約システム 集団接種の予約を受け付ける。※ＬＩＮＥ予約については、当面見合わせる。

〇個別接種の医療機関については、医療機関で直接予約を受け付ける。
コールセンター及びWEB/LINEによる予約受付は行わない。

３. 接種会場



高齢者施設における接種について

① 高齢者施設の入所者の接種券については、４月に送付済み。

② 高齢者施設の介護従事者の接種券については、５月第３週以降に送付予定

③ 高齢者施設での接種は、５月２４日の週以降、準備が整った施設から順次、接種を開始する。

④ 高齢者施設での接種は、７月下旬の完了を目指し接種を進める。

高齢者施設での接種スケジュール

４月 5月 6月 7月

高齢者施設
での接種

4/27
接種券配布

（高齢者施設）

5月第3週以降
接種券送付
（従事者）

高齢者施設での接種
5月24日～7月31日
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高齢者施設等における接種医師及び接種予定者数の状況

高齢者施設・障がい者施設の状況

№ 施設類型 接種医
接種予定者
（高齢者）

接種予定者
（従事者）

1 介護老人保健施設・介護医療院〈4〉
介護老人保健施設（サンファミリア米沢、あづま、
サンプラザ米沢）
介護医療院（松田外科医院）

・施設の配置医師を想定

384 309

2 介護老人福祉施設〈6〉
特別養護老人ホーム（サンファミリア米沢、おい
たまの郷、成島園、花の里、万世園、回春堂）

・施設の嘱託医を想定
475 524

3 有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、認
知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生
活介護、老後老人ホーム、軽費老人ホーム
〈47〉

・施設で接種医と交渉し決定
・接種医が見つからない場合は、
市を通して医師会に相談し決定

999 785

小計 1,858 1,618

4 障害者支援施設〈3〉
梓園、松風園、栄光園

・施設の嘱託医を想定 88 49

①介護老人保健施設、介護医療院における接種医は配置医師を想定
②介護老人保健施設における接種医は、施設の嘱託医師を想定
③有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費
老人ホームにおける接種医は、施設側で接種医と交渉し決定する。
なお、施設側で意思決定が困難な場合は、市を通じて医師会に相談し決定する。
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接種順位の上位に位置付ける基礎疾患を有する者の範囲について

１ 以下の病気や状態の方で、通院／入院している方

1 慢性の呼吸器の病気
2 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
3 慢性の腎臓病
4 慢性の肝臓病（ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く。）
5 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
6 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
7 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
8 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
9 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

10 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）
11 染色体異常
12 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）
13 睡眠時無呼吸症候群
14 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、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）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

２ 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方
＊BMI30の目安：身長170cmで体重約87kg、身長160cmで体重約77kg。

高齢者以外で基礎疾患を有する者

〇基礎疾患を有する者の範囲については、以下のとおり。基礎疾患を有する者であることの
確認は、予診票にある設問に対する自己申告により行う。
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安心・安全性の確保について

〇 ファイザー社製のワクチンについては、取扱いが難しいことから、
個別医療機関における予防接種の実施にあたり、アナフィラキシーへの
対応、ワクチンの希釈、分注、接種の手技等について、医療従事者への
優先接種を経験した市立病院の医師、薬剤師、看護師を講師として研修会
を開催。

〇 集団接種の会場となるすこやかセンターにおいて、民生委員・児童委員の
参加協力のもと模擬訓練を実施し、接種の流れや救急体制、スタッフの役
割分担、応急処置に必要な物品などあらかじめ確認を行う。
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会

⑩通知
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⑨通知（認定・否認）

②調査・報告

⑧通知

（認定・否認）

⑤進達
疾
病
・障
害
認
定
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⑥諮問

⑦通知

（認定・否認）
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予防接種健康被害救済制度の概要

3月27日 すこやかセンターでの研修の様子

• 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の観察を行う。

• 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
の観察を行う。

健康観察

• 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害が、極め
て稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が
設けられている。

• 新型コロナウイルスワクチンの接種についても、健康被害が生じ
た場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができる。

健康被害が発生した場合の対応


