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裏紙



（１）新型コロナワクチン接種推進班の設置について
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●県は、ワクチン接種を円滑に進めるため、支援体制を構築。

新型コロナワクチン接種推進班について

２月１日 新型コロナワクチン接種推進班を設置（8人体制）
（加えて、県嘱託医２名も参加）

 各市町村の実施体制構築の支援
 広域的視点からの市町村事務の調整

など

 医療従事者に対する優先接種体制の
調整・構築

 ワクチン流通体制の確保、流通調整
 副反応など専門的相談対応

など

医療機関支援市町村支援

２

○ 市町村の進捗状況や困り事を定期的に把握した上で、支援を実施。

○ その際、国への要望活動のほか、関係団体との調整役も担う。

○ 今後、市町村の課題を分析し、類型化。類型毎に対処方針を策定。



（２）当面の接種スケジュールについて
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2月
中旬

先行接種（国立系病院の医療従事者）

【県内に該当医療機関なし】

優先接種（医療従事者）

【県内 約5万人】

県が主体となって接種体制を確保

〇 ワクチンの接種は、先行接種(国の医療従事者)、優先接種(医療従事者、高齢者)の順で、
接種体制を整備することになっています。奈良県では３月中旬から優先接種がスタート。

優先接種（65歳以上の高齢者）

【県内 約41万2千人】

市町村が主体となって接種体制を確保

3月
中旬

4月

ファイザー社製 新型コロナワクチンの接種スケジュール
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（３）ワクチン接種に向けた配送体制について
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〇ファイザー社製 新型コロナワクチンは、海外より空輸されます。

〇国内配送は、メーカー倉庫からディープフリーザー配置保管場所に-75℃で配送されます。

〇次に、ディープフリーザー配置保管場所から予防接種会場までは、2～8℃で配送されます。

〇-75℃で保管できるディープフリーザーは、2月中に18台、以降 6月末までに 計120台が、
国から各市町村へ配送されます。

〇県が配置先を決定できるのは、国から県分として割り当てられている7台のみ。

〇市町村に割り当てられている113台の配置先は市町村が決定。

ディープフリーザーの設置について

2月中に配置 3月中に配置 4～6月中に配置

県分
7台

7台 － －

市町村分
113台

11台 35台 67台

６



内蓋

ドライアイス容器

バイアル箱

配送箱

重量・寸法

総重量
（ドライアイス込）

約32kg

バイアル箱外寸
（L×W×H）

229×229×40mm

内寸
（L×W×H）

244×244×58mm

外寸
（L×W×H）

483×483×394mm

195本(975回接種分※)
のバイアル入り

メーカー 日本フリーザー社

商品名 マイバイオ（CVF-78HC）

外形寸法
（L×W×H）

557×（557+88）×887mm

内径寸法
（L×W×H）

387×387×475mm

電源 単相100V

ディープフリーザー 配送箱

（2月・3月配送分） ７

【ファイザー社製の場合 】

※１バイアルあたり５回接種
する場合



８

「ファイザー社製ワクチンは、1箱に195バイアルの規格であること」、「マイナス75度での

保管が必要であること」、「国からの都度ごとの分配量が不透明な中、市町村に効率的に分配

する必要があること」から、県がワクチン分配量を一元管理し、併せてワクチン配送拠点を設

置する。

奈良県新型コロナワクチン配送システム（案）

国

県
（分配量を一元管理）

市町村

ファイザー社
管理の倉庫

市町村
（箱単位で送付可能な団体）

市町村
（小規模な団体を想定）

（仮）県ワクチン配送拠点

ワクチン分配量決定の流れ ワクチンの流れ

冷凍での配送

冷凍での配送
冷蔵での配送

①県への
分配量の決定

②各市町村への
分配量の通知

③接種会場ごとの
分配量の報告

④配送先ごとの
配送量の登録

※以下の条件を満たす委託先を想定
・配送先まで出庫後３時間以内に配送
・小分けにしての配送が可能



（４）アナフィラキシーショックや副反応等に
対する県の体制構築

９



マニュアル作成の目的

県内の各接種会場において、安全かつ効果的にワクチン接種を実施できるように、国の
指針等をもとに、奈良県における体制整備の状況をふまえて県内医療従事者向けに情報
を提供する。

新型コロナウイルスワクチン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（初版） https://www.mhlw.go.jp/content/000722243.pdf
新型コロナウイルスワクチンの 接種体制確保について 自治体説明会② https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000726452.pdf

マニュアル内容（案）

主に医療従事者が関わる作業・
業務について、県内の体制整備の

状況をふまえて解説する。

（記載例）
前日まで

・予診票事前記入の推進（案）

当日
・会場における役割分担

・重篤な副反応に対する初療
・救急搬送体制

帰宅後
・副反応発生時の相談体制, 等

ワクチン接種における医療マニュアル（案）

10

https://www.mhlw.go.jp/content/000722243.pdf
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１１ワクチン接種会場でのアナフィラキシーショック等の救急体制（案）

○ワクチン接種会場での救急体制について、現在、通常の救急搬送体制で対応できる

よう関係者と調整を実施。（ドクターヘリによる搬送体制も確立予定）

○その他、接種会場での「医療マニュアル（再掲）」も国に先駆けて作成し、市町村

に提供を予定。

設置者は、接種会場での対応と
して、あらかじめ、応急措置が
可能な応急措置用品を準備

救急車

通常の救急搬送
体制と同様、
１１９に連絡

応 急 措 置 治 療

県で医療マニュアル
を作成し、配布

搬 送

接種会場 救急受入病院

救急患者受入病院での治療

県と関係者間で協議中。

県・市町村・消防機関・医療機関等において、適切な役割分担を構築し、
接種会場等における救急体制の万全な体制を構築して参ります。
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１１
ワクチン接種後の副反応等に対応する医療体制の確保に向けて（案）

○接種後に副反応を疑う症状がある場合、被接種者から相談を受ける体制等を県で構築予定。
○県や市町村で相談受付を実施するほか、協力医療機関での対応も実施。

さらなる対応が必要な場合は、専門医療機関を紹介。

被
接
種
者

• 副反応を生じた住民への相談
対応

• 症状に応じた医療機関の紹介

副反応により受診を希望される県民への対応

• 頻度の高い副反応（局所反応、筋肉注射
による反応、発熱や全身倦怠感等全身症
状）への診療

県コール
センター

市町村

専門医療機関

奈良県立医大
奈良県総合医療ｾﾝﾀｰ

協力医療機関では
対応困難な副反応
への対応

※市町村には県でQ&Aを作成の上、配布予定

相談

受診 紹介

協力医療機関（県が今後調整）

県・市町村相談窓口 紹介

協力
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（５）市町村の住民接種に向けた体制について
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１１市町村の住民接種に向けた体制整備状況（１）

①集団接種会場の選定状況 ②休日・時間外の接種時間の
確保に向けた検討

③かかりつけ医による
個別接種の検討状況

④集団接種会場での医師
看護師等の確保状況

⑤住民向け相談窓口の
設置状況

２月12日現在

14

○選定済 １３団体 １８カ所（１）※

○実施見込 １６団体 ２６カ所
○検討中 １０団体 ８カ所

計 ３９団体 ５２カ所

※（ ）は、左記のうち、他市町村との
連携して設置する会場数

○確保見込 １８団体
○確保に向け検討中 １３団体
○検討中 ６団体
○実施しない ２団体

（計３９団体）

○実施する ３団体
○実施に向け検討中 １６団体
○検討中 １８団体
○すべて集団接種 ２団体

（計３９団体）

○確保済 ６団体
○検討・調整中 ３３団体

（計３９団体）

○設置済 ４団体
○設置予定 ２８団体
○検討中 ７団体

（計３９団体）



１１市町村の住民接種に向けた体制整備状況（２）
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奈良市 検討中（３） 検討中 実施に向け検討中 検討・調整中 設置予定

大和高田市 検討中（３） 確保に向け検討中 実施に向け検討中 検討・調整中 設置予定

大和郡山市 実施見込（１） 検討中 実施する 検討・調整中 設置予定

天理市 選定済（２） 確保見込 実施に向け検討中 検討・調整中 設置予定

橿原市 実施見込（２） 確保見込 検討中 検討・調整中 設置予定

桜井市 検討中（－） 確保に向け検討中 実施に向け検討中 検討・調整中 設置予定

五條市 実施見込（３） 確保見込 実施に向け検討中 検討・調整中 設置予定

御所市 実施見込（１） 確保見込 実施に向け検討中 検討・調整中 設置予定

生駒市 検討中（－） 確保に向け検討中 検討中 検討・調整中 設置予定

香芝市 実施見込（２） 確保見込 実施に向け検討中 検討・調整中 設置予定

葛城市 実施見込（３） 確保見込 実施に向け検討中 検討・調整中 設置予定

宇陀市 選定済（１） 確保見込 検討中 検討・調整中 設置済（3/1から設置・運用）

山添村 実施見込（１） 確保見込 実施に向け検討中 検討・調整中 設置予定

平群町 検討中（－） 確保に向け検討中 検討中 検討・調整中 設置予定

三郷町 検討中（－） 確保に向け検討中 検討中 検討・調整中 設置予定

斑鳩町 検討中（－） 確保に向け検討中 検討中 検討・調整中 設置予定

安堵町 検討中（－） 確保に向け検討中 検討中 検討・調整中 設置予定

川西町 実施見込（１） 確保に向け検討中 実施に向け検討中 検討・調整中 設置予定

三宅町 選定済（１） 確保見込 検討中 検討・調整中 設置予定

田原本町 検討中（２） 確保に向け検討中 検討中 検討・調整中 設置予定

曽爾村 選定済（１） 確保見込 実施する 検討・調整中 検討中

御杖村 実施見込（１） 確保に向け検討中 実施に向け検討中 検討・調整中 設置予定

高取町 実施見込（２） 検討中 検討中 検討・調整中 設置予定

明日香村 実施見込（１） 確保見込 検討中 検討・調整中 設置予定

かかりつけ医による

個別接種の検討状況

集団接種会場での医師看護

師等の確保状況

住民向け相談窓口の

設置状況

集団接種会場の

選定状況（設置数）

休日・時間外の接種時間の

確保に向けた検討



市町村の住民接種に向けた体制整備状況（3）
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※ 設置数の（－）は、設置数について検討中

上牧町 選定済（１） 確保見込 実施に向け検討中 検討・調整中 検討中

王寺町 実施見込（２） 確保見込 検討中 検討・調整中 検討中

広陵町 検討中（－） 確保に向け検討中 検討中 検討・調整中 設置予定

河合町 実施見込（１） 確保に向け検討中 検討中 検討・調整中 設置予定

吉野町

大淀町

下市町

黒滝村 選定済（１） 実施しない しない（すべて集団接種） 確保済 設置済

天川村 選定済（４） 実施しない しない（すべて集団接種） 確保済 設置済

野迫川村 選定済（１） 検討中 実施する 検討・調整中 設置済

十津川村 実施見込（３） 検討中 検討中 確保済 検討中

下北山村 選定済（１） 確保に向け検討中 検討中 確保済 設置予定

上北山村 選定済（４） 確保見込 検討中 確保済 検討中

川上村 実施見込（１） 確保見込 実施に向け検討中 確保済 検討中

東吉野村 実施見込（１） 検討中 検討中 検討・調整中 検討中

住民向け相談窓口の

設置状況

集団接種会場の

選定状況（設置数）

休日・時間外の接種時間の

確保に向けた検討

かかりつけ医による

個別接種の検討状況

集団接種会場での医師看護

師等の確保状況

選定済（１）

※３町合同実施
検討・調整中実施に向け検討中確保見込 設置予定



（６）医療従事者等への優先接種体制について
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① 病院で勤務している医療従事者は、自施設で接種を実施。

② 医科診療所、歯科診療所や薬局などで勤務している医療従事者は、医療関係団体や

県・市町村を通じて設置する会場（①の病院含む）で接種を実施。

③ 自治体職員は、県が設置する会場で接種を実施。

医療従事者等の接種場所について

自施設で接種

病院で勤務している
医療従事者

医科診療所、歯科診療所や薬局などで
勤務している医療従事者

医療関係団体や県・市町村を通じて

設置する会場で接種

国・自治体職員
（救急隊員、保健所職員など）

県が設置する
会場で接種

（奈良市分は別途調整）

① ② ③

※②にかかる調整が困難な地域については個別に調整。

※職能団体等に所属していない医療従事者は、e古都なら（奈良電子自治体共同運営

ポータルサイト）で申請し、県が設置する会場（③）で接種を実施予定。
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優先接種希望者数（2/12時点 暫定）※地区医師会単位

① ② ③

病院協会 医師会 歯科医師会 薬剤師会
訪問看護

ステーション
協議会

小計
国・自治体職員
（救急隊員、
保健所職員等）

奈良市 8,242 3,056 1,310 578 213 5,157

2,414

生駒地区 3,673 1,048 453 241 56 1,798

大和郡山市 1,348 718 218 169 85 1,190

天理地区 3,296 314 182 71 43 610

宇陀地区 441 216 73 33 48 370

桜井地区 1,916 785 201 127 27 1,140

橿原地区 6,333 1,049 423 194 107 1,773

大和高田市 1,531 390 200 129 47 766

北葛城地区 1,661 1,631 583 287 60 2,561

御所市 967 136 92 17 28 273

五條市 95 159 75 24 17 275

吉野郡 936 234 72 61 10 377

合計 30,439 9,736 3,882 1,931 741 16,290
①＋②＋③計
49,143

※上記の表に加え、職能団体等に属さない医療従事者（県の試算で4,000人程度）の接種が想定される
。
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職能団体に属していない医療従事者の登録について

○現在、県のホームページにて、受付を開始（本日よりスタート）

○行政機関及び職能団体
に属さない医療従事者
から、優先接種希望の
登録を受け付けるため、
「ｅ古都なら」上に
登録フォームを設置

URL：https://s-

kantan.jp/pref-

nara-

u/offer/offerLi

st_detail.actio

n?tempSeq=2
3568

○加えて、対象者には、
奈良県国民健康保険団
体連合会や奈良県保険
医協会の協力のもと、
案内を実施。
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https://s-kantan.jp/pref-nara-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=23568


医療従事者への接種に係る市町村へのお願い

○地区医師会等が設置する会場について、市町村もできる限り協力をお願いします。

（例）接種会場の確保への協力
接種会場の設営への協力
接種会場での人員の提供
事務手続きの支援 など

※その後の住民接種に向けて地区医師会等と市町村の協力体制は不可欠。

○市町村が医療従事者への接種体制を構築する際、会場の提供、会場受付、整理等に要
する人員の提供等の支援を行う場合の経費については、新型コロナウィルスワクチン
接種体制確保事業費国庫補助金の補助の範囲に含まれます。
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