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健 健 安 第 4 2 0 5 号 

令和３年８月 27 日 

市内障害者施設等 代表者各位 

横浜市健康福祉局 

健康安全課ワクチン接種調整等担当課長 

 

 

障害者施設等における 

新型コロナワクチン施設接種の実施及び対象者の拡大について 

 

１ 趣旨 

新型コロナワクチンの接種にあたり、基礎疾患を有する方として重い精神疾患や知的障害の   

ある方等については、優先接種を進めてきました。一方、障害の特性などから医療機関や各区に    

設置している集団接種の会場では対応が難しく、日ごろから通い慣れている通所施設等での接種を 

希望する声 も一定数いただいています。 

今回、「施設接種」の対象者を次のとおり拡大 いたします。各施設等における施設接種の実施に  

ついてはこれまでご案内してきたとおりですが、貴施設において ご希望される方がいる場合は、  

一人でも多くの方が新型コロナワクチンの接種が可能となるよう、接種機会の確保のため、    

今一度ご検討 をお願いいたします。 

 

２ 施設接種により、接種を受けることのできる対象者 

  接種券をお持ち の次の方 ※住民票の所在地（横浜市内・外）を問いません。 

(1) 施設利用者 

(2) 施設従事者 

(3) (1)及び(2)の家族等 （…今回拡大） 

 

３ 施設接種の流れ 

(1) 接種を実施する医療機関 

平時の定期接種の接種形態（協力医療機関や嘱託医の勤務医療機関等による接種）を基本 とし、

接種について医療機関とご相談ください。 

※平時に関わりのある医療機関による接種が困難な場合は、必要に応じて、別添の 「施設接種   

協力医療機関リスト」を活用 し、各医療機関へ直接お問合せください。 

 

(2) 接種の流れ 

   詳細は、別添「新型コロナワクチン障害者施設等での接種の流れ」をご覧ください。 

①接種予定者の把握 

施設は 、利用者の接種希望や接種場所を把握するため、リスト等に記録します。  

②接種予定日の調整  

     施設と接種実施医療機関の間で 、接種数やグループ分け等を検討し、接種予定日を調整  

します。 

※医療機関ごとに配送曜日が固定されていますので、配送曜日を確認の上、接種予定を調整  

してください。 
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   ③ワクチンの要求（医療機関が行います） 

接種実施医療機関から横浜市に、ワクチンの必要数を報告します。 

      ※現在、国からのワクチン供給量が減少していますが、施設接種分のワクチンは優先的に 

配分 しています。 

④接種券、予診票の準備 

施設は、接種当日までに 被接種者の接種券・予診票を集約 します。 

      

【横浜市内に住民票がある場合】 

接種券は既に住民票住所に送付されています。 

       紛失などの場合は、横浜市ホームページから再発行の手続きを行ってください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/saihakkou.html 

 

⑤ワクチンの受取及び移送（医療機関が行います） 

接種実施医療機関がワクチンを受け取り、保管します。接種当日は、接種実施医療機関が  

ワクチンを会場に運びます。 

⑥接種の実施 

当日は必要に応じ、医療機関と調整の上、会場設営や経過観察などにご協力ください。 

重大な副反応、接種直前の陽性者発生などは、下記担当へ速やかにご一報をお願いします。 

⑦実績報告（医療機関が行います） 

医療機関は所定のシステムを用いて、接種実績を報告します。 

 

４ 添付資料 

(1) 施設接種 協力医療機関リスト 

(2) 新型コロナワクチン障害者施設等での接種の流れ 

 

 

 

【担当】健康安全課ワクチン接種調整等担当 

   TEL：671-4036 

E-mail：kf-ssv@city.yokohama.jp 

                           

mailto:kf-ssv@city.yokohama.jp


医療機関名 区 所在地 連絡先 施設訪問が可能なエリア

1 ほしの耳鼻咽喉科医院 鶴見区 横浜市鶴見区市場富士見町11-17 045-504-4511 市内全域

2
医療法人Myクリニック　Myクリニックあ
らき医院

神奈川区 横浜市神奈川区白幡仲町47ー25 045-642-6411 市内全域

3 いいじま内科クリニック 神奈川区
横浜市神奈川区泉町２-４　YAOKAN
CLINIC BLDG ２階

045-534-8044 市内全域

4
医療法人社団前川メディカルクリニッ
ク

西区 横浜市西区北幸１－１－８ 045-312-3568 市内全域

5
医療法人社団　香竹会　香取耳鼻咽
喉科

西区
横浜市西区藤棚町１－９５－１－１０
１

045-350-8741 市内全域

6 横浜リーフみなとみらい健診クリニック 西区 横浜市西区みなとみらい4-6-5 045-651-1571 市内全域

7 オーマイクリニック【Oh My Clinic】 西区
横浜市西区南幸2丁目17-7 ヴェル
ディ横浜ビル5F

045-594-8885 市内全域

8 ソージュ山下町内科クリニック 中区
横浜市中区山下町31番ベイサイド上
田ビル2階

045-264-6590 市内全域

9 グレイス在宅クリニック 中区
横浜市中区元町3-133-9元町医療
モール5F

045-264-9767 市内全域

10 医療法人社団光風会　善利クリニック 港南区 横浜市港南区野庭町１４６ー１ 045-849-1080 市内全域

11 医療法人湘寿会　湘寿クリニック 港南区 横浜市港南区下永谷4-2-30 045-825-5861 市内全域

12
医療法人社団 緑友会　わかば内科ク
リニック

旭区 横浜市旭区若葉台4-12-105 045-465-4897 市内全域

13 飛田医院 旭区 横浜市旭区南希望が丘82-12 045-362-6166 市内全域

14 医療法人誠心会　神奈川病院 旭区 横浜市旭区川井本町122-1 045-951-9811 市内全域

15 医療法人社団誠医会　篠田医院 金沢区 横浜市金沢区並木3-8-1 045-781-7777 市内全域

16 あおぞら新横浜クリニック 港北区
横浜市港北区篠原町3014-3加祥ビ
ル４F

045-423-8333 市内全域

17
医療法人社団MBS 新横浜国際クリ
ニック

港北区
横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜
スクエアビル15階

045-620-9388 市内全域

18 新横浜かとうクリニック 港北区
横浜市港北区新横浜2-6-13, 新横
浜ステーションビル8階

045-478-6180 市内全域

19
医療法人社団ゆうあい会　土屋記念ク
リニック

青葉区
横浜市青葉区新石川1-9-8 アイ
ケービル1階

045-911-3232 市内全域

20 センター南クリニック 都筑区
横浜市都筑区茅ヶ崎中央8-36松本
ビルA201

045-943-3700 市内全域

21
医療法人つばさ会　葛が谷つばさクリ
ニック

都筑区 横浜市都筑区葛が谷　４－１４ 045-945-2772 市内全域

22 しんぼこどものクリニック 都筑区 横浜市都筑区中川1-10-33 045-913-0501 市内全域

23 おれんじクリニック 栄区 横浜市栄区笠間3-45　J棟1階 045-895-5000 市内全域

24
（一社）日本健康倶楽部 横浜支部診
療所

瀬谷区
横浜市瀬谷区瀬谷4-5-31　シル
バープラザビル2階

045-303-9622 市内全域

25
医療法人社団健志会　つるみクロー
バークリニック

鶴見区 横浜市鶴見区下末吉6-3-25-102 045-572-1900
鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港北
区

26 おおたわ消化器内科外科 鶴見区
横浜市鶴見区豊岡町１３－３　T.Iビ
ル１階

045-581-1691 鶴見区、神奈川区、港北区、都筑区

27 ふくし内科クリニック 鶴見区
横浜市鶴見区駒岡4丁目18番地20
号

045-573-7191 鶴見区、神奈川区、港北区

28 ハートクリニック 鶴見区
横浜市鶴見区豊岡町11番15号ＰＡＴＩ
Ｏ７－Ａ１０１

070-5550-1021 鶴見区、神奈川区、港北区

29
医療法人社団　新東京石心会　さいわ
い鶴見病院

鶴見区 横浜市鶴見区豊岡町21-1 045-581-1417
鶴見区、神奈川区、港北区
（院から概ね30分圏内）

30 医療法人　朋山会　山田医院 鶴見区 横浜市鶴見区寺谷１－３－２－１Ｆ 045-581-3387 鶴見区、神奈川区

31 千葉整形外科リウマチ科医院 鶴見区 横浜市鶴見区豊岡町7-7 045-584-0088 鶴見区、神奈川区

32 井澤耳鼻咽喉科医院 鶴見区
横浜市鶴見区鶴見中央１－２６－３
FKビル１F

045-502-0552 鶴見区

施設接種　協力医療機関リスト　　（令和３年９月１日版）

1



医療機関名 区 所在地 連絡先 施設訪問が可能なエリア

施設接種　協力医療機関リスト　　（令和３年９月１日版）

33 医療法人社団古賀クリニック 鶴見区 横浜市鶴見区馬場７－３０－１ 045-582-0261 鶴見区

34 佐藤医院 鶴見区 横浜市鶴見区江ヶ崎町12-19 045-571-4893 鶴見区

35 坂本クリニック 鶴見区 横浜市鶴見区生麦 5-6-2 045-505-0347 鶴見区

36 橋本クリニック 鶴見区 横浜市鶴見区寺谷2－6－16 090-2760-1125 鶴見区

37 医療法人社団恵幸会渡辺医院 鶴見区 横浜市鶴見区潮田町3-133-2 045-501-6457 鶴見区

38 鶴見循環器クリニック 鶴見区
横浜市鶴見区鶴見中央5-4-10　ベ
ルス・ベイサイド１階

045-508-5781 鶴見区

39 医療法人社団慶進会　慶宮医院 鶴見区 横浜市鶴見区市場西中町2-2 045-501-5361 鶴見区

40 天野医院 神奈川区 横浜市神奈川区白幡仲町3-34 045-433-2323
鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ケ谷
区、港北区

41 井関医院 神奈川区
横浜市神奈川区栄町6-1横浜ポート
サイドロア2番館1階

045-451-6864 神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区

42 浜田内科 神奈川区
横浜市神奈川区鶴屋町２－１３－３
－２Ｆ

045-324-4101
神奈川区、南区、港南区、磯子区、金沢区
（往診時は駐車場が必要）

43 横浜かんだいじファミリークリニック 神奈川区
横浜市神奈川区神大寺１-１３-４６神
大寺メディカルスクエア

045-491-2020 神奈川区、西区、保土ケ谷、港北区

44 医療法人社団久遠会　福澤クリニック 神奈川区
横浜市神奈川区片倉1丁目9-3　ま
るあビル1階

045-548-5752 神奈川区、保土ケ谷区、港北区

45 牧クリニック 神奈川区
横浜市神奈川区片倉1-16-10ウサミ
メディカルファインビル3F

045-491-7967 神奈川区、保土ケ谷区、港北区

46 ココ皮フ科 神奈川区
横浜市神奈川区東神奈川1-29　シ
アルプラット東神奈川４F

045-548-6555 神奈川区、西区、中区

47
医療法人社団　賢興会　オルト横浜ク
リニック

神奈川区
横浜市神奈川区新子安1-2-4　オル
トヨコハマビジネスセンター１階

045-438-0610 鶴見区、神奈川区、西区

48 有田内科クリニック 神奈川区
横浜市神奈川区大口仲町60-1グ
レース塩谷1階

045-423-8813 鶴見区、神奈川区

49 おおぐり医院 神奈川区 横浜市神奈川区七島町127-9 045-430-1105 鶴見区、神奈川区

50
医療法人社団若梅会さかきばらクリ
ニック

神奈川区 横浜市神奈川区白幡向町6-29 045-435-1961 神奈川区、港北区

51
医療法人Mｙクリニック Myクリニック神
戸医院

神奈川区 横浜市神奈川区六角橋4-1-1 045-491-0137 神奈川区、港北区

52
医療法人社団想真会　横浜みなとメ
ディカルクリニック

神奈川区
横浜市神奈川区橋本町2-5-1サンシ
ティみなとみらいEAST１階

045-440-1221 神奈川区

53 はたの東神奈川キッズクリニック 神奈川区
横浜市神奈川区東神奈川2-42-5
ゴールデン東神奈川ビル201

045-451-0111 神奈川区

54 医療法人清貴会　斎田医院 神奈川区 横浜市神奈川区六角橋１－４－３ 045-432-2251 神奈川区

55 医療法人社団翠洋会　長谷川医院 神奈川区 横浜市神奈川区神之木町９－６ 045-431-1020 神奈川区

56
医療法人社団桐藤会　佐藤内科診療
所

神奈川区 横浜市神奈川区桐畑8-3 045-323-3870 神奈川区

57
医療法人社団HKN横浜ポートサイド
中崎クリニック

神奈川区 横浜市神奈川区大野町1-25-3F 045-450-7730 神奈川区

58 今井医院 神奈川区 横浜市神奈川区青木町5-12 045-441-2666 神奈川区

59 よこはま高島町クリニック 西区
横浜市西区高島2丁目10-32岡村ビ
ル2F

045-444-1117
神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、
戸塚区

60 高島町しらゆり内科クリニック 西区
横浜市西区花咲町6丁目143 横浜
MIDベースアネックス2階

045-252-1188 神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区

61 横濱高島診療所 西区
横浜市西区高島2-14-11　第２田浦
ビル6F

045-451-1717 神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区

62
医療法人社団宏和会　横浜こどもクリ
ニック

西区 横浜市西区岡野2-5-18　2階 090-9442-7492 神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区

63 医療法人社団仁徳会　生駒医院 西区 横浜市西区東久保町35-20 045-231-5951 西区、南区、保土ケ谷区

64
医療法人社団アスクレピオス　ランド
マーク横浜国際クリニック

西区
横浜市西区みなとみらい２－２－１ラ
ンドマークプラザ1階

045-224-2111 神奈川区、西区、中区
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医療機関名 区 所在地 連絡先 施設訪問が可能なエリア

施設接種　協力医療機関リスト　　（令和３年９月１日版）

65 松尾医院 西区 横浜市西区北幸1-4-5天理ビル5階 045-311-4835 西区、港南区、保土ケ谷区

66 つるおかクリニック 西区 横浜市西区浅間町5-378-7 045-548-6601 西区、保土ケ谷区

67
医療法人　藤鈴会　鈴木内科クリニッ
ク

西区 横浜市西区戸部町5-204 045-231-3355 西区周辺

68 ながともクリニック 西区
横浜市西区楠町7-1 シルエタワーヨ
コハマ1F

045-314-0063 西区

69 横浜東口　中村クリニック 西区 横浜市西区平沼1-2-23 中村ビル1F 045-534-8590 西区

70 川村内科診療所 西区 横浜市西区岡野２－５－１８ 045-313-5055 西区

71 久保クリニック 西区
横浜市西区北幸2-5-15プレミア横浜
西口ビル１F

045-316-2555 西区

72 平沼橋こどもみらいクリニック 西区
横浜市西区平沼2-3-1　ヴェッセル
平沼橋102

090-7421-0861 西区

73 医療法人明和会亀田病院 西区 横浜市西区御所山町７７番地 045-231-1881 西区

74 三ツ沢ハイタウンクリニック 西区 横浜市西区宮ヶ谷25-2-1-111 045-312-0290 西区

75 岡田内科クリニック 中区
横浜市中区蓬莱町1-1-3　belle関内
301号

045-261-9088
鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南
区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、栄
区

76 藤本じゅんいちろうクリニック 中区
横浜市中区長者町5-53横浜伊勢佐木町
ワシントンホテルビル1階部分102区画

045-341-0001
神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、
磯子区

77 うえだメディカルクリニック 中区
横浜市中区尾上町5-71 横浜シティ
タワー馬車道2F

045-263-6676 西区、中区、南区、港南区、磯子区、金沢区

78
横濱松宮整形外科リハビリテーション
クリニック

中区 横浜市中区曙町2-19-1新井ビル1F 045-251-6411 鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区

79 医療法人　裕清会　雨宮クリニック 中区
横浜市中区尾上町５－７６　明治屋
尾上町ビル５F

045-228-1535 西区、中区、港北区、神奈川区、南区

80 関内クリニック 中区
横浜市中区本町4丁目43番地　A-
PLACE　馬車道　3階

045-201-7676 西区、中区、南区、港南区

81
医療法人社団　松樹会　横浜ヘルスケ
アクリニック

中区
横浜市中区本町6丁目50番1号　横
浜アイランドタワー地下1階

045-650-8044 神奈川区、西区、中区、南区

82
医療法人社団豊葉会　本牧ベイサイド
クリニック

中区 横浜市中区本牧原1-22-1F
090-6532-0615
（伊藤様宛）

中区、南区、磯子区、港南区

83 健仁整形外科・内科 中区 横浜市中区松影町2-8-10 045-641-1701 中区、南区、磯子区、西区

84 誠友クリニック 中区
横浜市中区山下町224-2パークポイ
ント山下町1F

045-264-9267 西区、中区、南区

85 大通り公園クリニック 中区 横浜市中区蓬莱町３丁目１１３ 045-251-7961 西区、中区、南区

86 のげ内科・脳神経内科クリニック 中区
横浜市中区花咲町2-66 桜木町駅前
ビル6F

045-251-7700 西区、中区、南区

87 医療法人真正会新妻クリニック 中区 横浜市中区根岸町3-176-39 090-2533-4476 中区、南区、磯子区

88 本牧五番街クリニック 中区
横浜市中区本牧原12－1　ベイタウ
ン本牧５番街４F

045-264-9970 鶴見区、中区、磯子区

89
医療法人心医会　パークサイド柴田メ
ンタルクリニック

中区
横浜市中区山下町25番地上田ビル2
階

①045-222-0336
②045-222-0338
③050-5806-7303

西区、中区、南区

90 元町マリン眼科 中区 横浜市中区元町4-166 045-319-4271 中区

91
一般財団法人ザ・ブラフ・クリニック　ザ・ブ
ラフ・メディカル＆デンタルクリニック

中区 横浜市中区山手町82 045-641-6961 中区

92 くまがい内科・脳神経内科クリニック 中区 横浜市中区山下町30-1-302 045-228-9823 中区

93 元町クリニック 中区 横浜市中区竹之丸158-20 045-662-0831 中区

94 医療法人社団　山崎医院 中区 横浜市中区山元町3-142 045-641-5358 中区

95 医療法人創祥会小菅医院 中区 横浜市中区本郷町１－２６ 045-623-8209 中区

96 かめのはしクリニック 中区 横浜市中区石川町3-108-1 045-226-2818 中区
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97 陽和クリニック 中区 横浜市中区山下町185番地 045-681-5117 中区

98 本牧クリニック 中区 横浜市中区本牧町1-89 045-621-7708 中区

99 ベスリTMＳ横浜醫院 中区
横浜市中区桜木町1-１０１-１ クロス
ゲート 1F

090-9143-7209 中区

100 医療法人川俣クリニック 中区 横浜市中区麦田町4-107 045-624-2960 中区（本牧地区のみ）

101 あずま医院 南区 横浜市南区清水ヶ丘1-21 045-231-7026
神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土
ケ谷区、磯子区、港北区

102
医療法人みらい　みらい在宅クリニッ
ク

南区
横浜市南区浦舟町2-22　ベイシティ
コート横浜102

070-6630-0650
西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、磯
子区、金沢区、栄区

103 公益財団法人明徳会　清水ヶ丘病院 南区 横浜市南区清水ヶ丘17 045-231-6714
中区、南区、保土ケ谷区
※火曜日　午前のみ

104 内田内科クリニック 南区
横浜市南区中村町1-1-1アークヒル
ズ１F

045-263-1255 南区、中区

105
医療法人社団新東会横浜みのるクリ
ニック

南区 横浜市南区別所1丁目13-8 045-722-8655 南区、港南区

106 医療法人社団賢真会みうらクリニック 南区
横浜市南区南太田1－29－2　メゾン
ワイ1Ｆ

045-712-0260 南区

107 弘明寺内科 南区
横浜市南区大岡2-1‐17セレサ弘明
寺101

045-716-0010 南区

108
医療法人社団青世会　きたがわ内科
クリニック

南区 横浜市南区井土ケ谷中町129-6 045-741-2158 南区

109 医療法人　一英会　大倉クリニック 港南区
横浜市港南区最戸2丁目15-42 上大
岡グリーンハイツB105

045-741-9970
西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、磯
子区、金沢区、栄区

110
医療法人彩優会　つかさハートクリ
ニック

港南区
横浜市港南区上永谷2-11-1 いずみ
プラザ上永谷104

045-846-0888
西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、磯
子区、金沢区、戸塚区、栄区

111  うるうクリニック港南台 港南区
横浜市港南区港南台3-3-1港南台
214ビルB1F

045-374-3973
西区、中区、港南区、磯子区、金沢区、戸塚
区、栄区

112 医療法人社団洋光会　いずみ医院 港南区 横浜市港南区丸山台2丁目41-1 090-3594-8424 港南区、磯子区、戸塚区、栄区

113 黒沢クリニック 港南区
横浜市港南区港南台7-42-30 サン
ライズ港南台201

045-833-9632 港南区、栄区、磯子区

114 医療法人　かわぐち消化器内科 港南区
横浜市港南区港南台5-23-30港南
台医療モール3F-D

045-830-5311 中区、港南区

115 おかのうえクリニック 港南区
横浜市港南区港南台5-23-30港南
台医療モール2Ｆ

045-836-3701 中区、港南区

116 永持クリニック 港南区 横浜市港南区日野南５－９－１ 045-845-0505 港南区、栄区

117 医療法人社団榎戸診療所 港南区 横浜市港南区港南台9-28-8 045-831-6597 港南区、栄区

118 宮川医院 港南区 横浜市港南区上大岡西1-12-17 045-842-0978 南区、港南区（上大岡駅周辺）

119 医療法人社団秀和会　堀越医院 港南区 横浜市港南区大久保２-１６-３７ 045-842-4903 港南区

120 医療法人社団　豊福医院 港南区 横浜市港南区上永谷3－18－16 045-844-2255 港南区

121 ごとう内科クリニック 港南区 横浜市港南区日野5-33-1 045-873-3394 港南区

122 上永谷こう脳神経クリニック 港南区
横浜市港南区丸山台3-2-3サルーテ
クリニカビル2階

045-374-5447 港南区

123
医療法人社団陽友会　ゆう在宅クリ
ニック

保土ケ谷区 横浜市保土ケ谷区今井町827-3 045-351-0063
神奈川区、港南区、保土ケ谷区、旭区、戸
塚区

124 医療法人敬歯会　けいあいクリニック 保土ケ谷区 横浜市保土ケ谷区西谷町1018-2 045-370-5361 保土ケ谷区、旭区、泉区、戸塚区

125 上星川ファミリークリニック 保土ケ谷区
横浜市保土ケ谷区上星川3-2-10-
202

045-744-5345 保土ケ谷区（状況によりそれ以外も応相談）

126 医療法人社団伊純会　診療所スカイ 保土ケ谷区 横浜市保土ケ谷区常盤台84-2 045-348-2306 保土ケ谷区

127 医療法人圭信会東川島診療所 保土ケ谷区 横浜市保土ケ谷区東川島町15-6 045-373-9899 保土ケ谷区

128 ときた内科クリニック 保土ケ谷区 横浜市保土ケ谷区常盤台55-19 045-744-5525 保土ケ谷区
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129 砂川医院 保土ケ谷区 横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘1-26-16 045-351-3111 保土ケ谷区

130 医療法人明神会　明神台クリニック 保土ケ谷区 横浜市保土ケ谷区明神台１－９ 045-332-4178 保土ケ谷区

131
医療法人社団　奏和会　あさひ台クリ
ニック

旭区 横浜市旭区中白根3-1-38 090-7047-8964 旭区、緑区、青葉区

132 医療法人社団　柏町整形外科 旭区 横浜市旭区柏町47-16 090-2745-8365 旭区、泉区、瀬谷区

133 医療法人　たいクリニック 旭区 横浜市旭区鶴ヶ峰2-5-2 045-350-7770 保土ケ谷区、旭区

134 鶴ヶ峰診療所 旭区
横浜市旭区38番7号 鶴ケ峰本町1丁
目38番7号

045-951-2354 旭区

135 井上医院 旭区 横浜市旭区万騎ヶ原１０４－１１ 045-391-1606 旭区

136 医療法人朋良会　大塚クリニック 旭区
横浜市旭区市沢町995-11田口ビル
1F

090-3695-2072 旭区

137 医療法人社団心真理　つくしクリニック 旭区 横浜市旭区今宿2-63-14 045-360-0028 旭区

138 安部医院 旭区 横浜市旭区中沢2-37-2 045-364-2281 旭区

139 医療法人 育真会  大川内科クリニック 旭区 横浜市旭区今宿西町285 045-951-2321 旭区

140 希望が丘いずみクリニック 旭区 横浜市旭区中希望が丘２３６の１９ 045-391-0567 旭区

141 医療法人社団梅沢医院 旭区 横浜市旭区東希望が丘81 045-363-5000 旭区

142 オカダ外科医院 旭区 横浜市旭区中希望が丘111 045-391-0456 旭区

143 医療法人　秀悠会　きくち医院 旭区 横浜市旭区上白根1-8-9 045-954-3234 旭区

144 えひら胃腸科内科 旭区 横浜市旭区白根3-15-7 045-951-3811 旭区

145 医療法人社団寿会　板垣医院 磯子区 横浜市磯子区洋光台3-5-31 045-833-6141 南区、港南区、磯子区、金沢区、栄区

146 医療法人光陽会　関東病院 磯子区 横浜市磯子区森1-16-26 045-754-0111 南区、港南区、磯子区、金沢区

147 塚本医院 磯子区 横浜市磯子区岡村3-22-36 090-6348-6448 西区、中区、南区、磯子区

148 医療法人　渋谷医院 磯子区 横浜市磯子区杉田1-1-1 1F 045-771-0627 磯子区、金沢区

149 モンビルクリニック 磯子区 横浜市磯子区東町15-32-204 045-751-7513 中区、磯子区

150
医療法人社団湘南太陽会ねぎし泌尿
器科・内科

磯子区
横浜市磯子区東町15-32モンビル横
浜根岸2F

045-750-0119 中区、磯子区

151 磯子泌尿器科クリニック 磯子区
横浜市磯子区磯子3丁目3-21江戸
徳ビル1階

045-750-0801 港南区、磯子区

152 医療法人社団永井医院 磯子区 横浜市磯子区洋光台1-7-25 045-833-0720 磯子区（洋光台）、港南区（港南台）

153 医療法人みこころ会　今井医院 磯子区 横浜市磯子区岡村3-1-25 045-751-6719 磯子区

154 奥田内科 磯子区
横浜市磯子区洋光台３-１-１ショップ
２７　２階

045-830-6161 磯子区

155 洋光台ひろ内科クリニック 磯子区
横浜市磯子区洋光台３-１３-１　ピー
コックストア２F

045-836-3777 磯子区

156 杉田ファミリークリiニック 磯子区
横浜市磯子区新杉田町8-8ハマシッ
プモール3階

045-350-2111 磯子区

157 医療法人　小谷医院 金沢区 横浜市金沢区能見台３－７－７ 045-773-5551 磯子区、金沢区、栄区

158 能見台こどもクリニック 金沢区
横浜市金沢区能見台通4-8　TKMビ
ル

045-786-2055 港南区、磯子区、金沢区

159 はまと脳神経クリニック 金沢区 横浜市金沢区富岡西7-19-13 045-771-8010 港南区、磯子区、金沢区

160 医療法人愛徳会 いけがわ医院 金沢区 横浜市金沢区洲崎町４－３ 045-782-8235 金沢区
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161 医療法人社団結優会 原田クリニック 金沢区
横浜市金沢区六浦東3-1-27 サウス
よこはま2F

045-787-0776 金沢区

162 白石クリニック 金沢区 横浜市金沢区富岡西6-18-25 045-774-7725 金沢区

163 医療法人庄司会　庄司クリニック 金沢区
横浜市金沢区釜利谷東２－１６－３２
トライアンジュ文庫３F

045-790-3220 金沢区

164 河合耳鼻咽喉科医院 金沢区
横浜市金沢区富岡東5-20-8　吉川
ビル2階

045-773-0133 金沢区

165
医療法人社団志朋會　樹診療所かま
りや

金沢区 横浜市金沢区釜利谷西1-2-25 045-353-5015 金沢区

166 グリーン耳鼻咽喉科 金沢区
横浜市金沢区泥亀２－５－１ユニオ
ンセンター１階

045-370-7387 金沢区

167 あかり木診療所 金沢区 横浜市金沢区金沢町１８４－１９２ 045-781-8830 金沢区

168 星空クリニック 金沢区
横浜市金沢区釜利谷東3－1－3金
沢文庫第2金井ビル3階

045-489-3602 金沢区

169
医療法人社団やまびこ新横浜整形外
科リウマチ科

港北区
横浜市港北区3-6-4新横浜千歳観
光ビル1-4階

080-7413-3887
港北区、青葉区、都筑区、鶴見区、神奈川
区、西区、緑区、中区

170 日吉医院 港北区 横浜市港北区日吉本町4-15-11 045-561-3804 鶴見区、港北区、都筑区、緑区

171 あい診療所 港北区 横浜市港北区鳥山町１０１８ 080-5569-8789
港北区、青葉区、都筑区（横浜市営地下鉄
ブルーラインより徒歩圏内）

172 医療法人すこやか　高田中央病院 港北区 横浜市港北区高田西2-6-5 045-592-5557 港北区、都筑区

173 篠原Kクリニック 港北区
横浜市港北区篠原町1103パイン
ファースト岸根公園

045-439-6336 神奈川区、港北区

174 なのクリニック 港北区 横浜市港北区仲手原1-26-10 045-710-0045 神奈川区、港北区

175 日吉皮膚科クリニック 港北区
横浜市港北区日吉本町1-24-5ドエ
ル日吉2F

045-562-0041 港北区

176 綱島ウェルクリニック 港北区 横浜市港北区綱島東１－２－１３ 045-544-1115 港北区

177 医療法人向日葵会　日横クリニック 港北区 横浜市港北区日吉本町1-20-16 045-563-4115 港北区

178 山田医院 港北区 横浜市港北区大豆戸町２１２ 045-421-5454 港北区

179
医療法人社団快晴会　北新横浜内科
クリニック

港北区 横浜市港北区北新横浜1-2-3-4F 045-533-2235 港北区

180 綱島東口内科・糖尿病内科クリニック 港北区 横浜市港北区綱島東2-2-14　2Ｆ 045-633-7737 港北区

181 医療法人社団　南澤医院 港北区 横浜市港北区日吉1-2-16 045-561-5413 港北区

182 アモルクリニック 港北区 横浜市港北区新横浜3-20-3-701 045-577-3888 港北区

183
医療法人なごやか会なごや耳鼻咽喉
科クリニック

緑区 横浜市緑区長津田5-4-1-5F 045-989-3387 旭区、緑区、青葉区、都筑区、泉区、瀬谷区

184
医療法人社団真心会　三保町内科・
循環器クリニック

緑区 横浜市緑区三保町1803-1-102 045-936-0034 旭区、緑区、青葉区、都筑区

185
医療法人社団TOWA長津田ファミリー
クリニック

緑区 横浜市緑区長津田5-4-1-2F 045-988-2201 緑区、青葉区

186 よしだ健康ケアクリニック 緑区 横浜市緑区長津田2-5-14 045-988-0775 港北区、緑区

187 岩波胃腸科外科医院 緑区 横浜市緑区青砥町1122 045-932-3806
緑区（中山周辺）、青葉区（山下地区近隣）
の小規模施設

188 医療法人社団宏仁会柴田整形外科 緑区 横浜市緑区中山1-6-1-302 045-935-3880 緑区

189
医療法人社団　佳和会　芦野内科クリ
ニック

緑区
横浜市緑区白山２－３－１１カサベ
ルテ横浜1F

045-937-2722 緑区

190 あおいクリニック 緑区
横浜市緑区中山１－６－７　グレース
メゾン1階　A

045-935-1133 緑区

191 田口メディカルクリニック 緑区 横浜市緑区台村町177-1-1F 045-932-0303 緑区

192 河村内科クリニック 青葉区 横浜市青葉区藤が丘2-31-20 045-507-5255 旭区、港北区、緑区、青葉区、都筑区
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医療機関名 区 所在地 連絡先 施設訪問が可能なエリア

施設接種　協力医療機関リスト　　（令和３年９月１日版）

193 メディカルクリニック　あざみ野 青葉区 横浜市青葉区黒須田33-5 045-978-0455 港北区、青葉区、都筑区

194 医療法人社団藤の会　かない小児科 青葉区 横浜市青葉区藤が丘2-6-9　2F 045-509-1640 緑区、青葉区、都筑区

195 なるみや内科 青葉区
横浜市青葉区鴨志田町509-1　中谷
都第３ビル２階

070-2181-0310 緑区、青葉区

196 医療法人社団　実芽　田奈クリニック 青葉区 横浜市青葉区田奈町25-7 045-981-7707 青葉区、都筑区

197 松岡医院 青葉区 横浜市青葉区しらとり台20-13 045-981-6093 緑区、青葉区

198
医療法人ヒーリングハート　ホワイトレ
ディースクリニック

青葉区 横浜市青葉区美しが丘西２－６－２ 045-905-1181 青葉区、都筑区

199 たまプラーザいとう泌尿器科 青葉区
横浜市青葉区新石川2-2-2
FUJIKYUビル3階

045-910-5115 青葉区、都筑区

200 ありがクリニック 青葉区 横浜市青葉区荏田西５－７－１１ 045-482-4258 青葉区、都筑区

201 医療法人緑樹会　あおば整形外科 青葉区 横浜市青葉区しらとり台1－12 045-985-3602 青葉区、都筑区

202 よしむら内科クリニック 青葉区 横浜市青葉区荏子田１－３－３ 045-902-1121 青葉区

203 医療法人松田グループ松田クリニック 青葉区 横浜市青葉区美しが丘西２－６－３ 045-909-0130 青葉区

204
医療法人社団善岳会こどもの国安西
クリニック

青葉区
横浜市青葉区奈良1-3-5こどもの国
KSビル

045-960-5655 青葉区

205 ファミリークリニックあざみ野 青葉区 横浜市青葉区すすき野３－２－１３ 090-4247-1863 青葉区

206
医療法人薫花会　ふるた内科小児科
クリニック

青葉区 横浜市青葉区鉄町57-1 045-979-1301 青葉区

207 まゆみ内科クリニック 青葉区 横浜市青葉区荏田町234-1-1階 045-914-8828 青葉区

208 きくち内科 青葉区 横浜市青葉区市ヶ尾町１１６７－１ 045-532-5941 青葉区

209 小澤クリニック 青葉区
横浜市青葉区美しが丘1-9-1平野ビ
ル2階

045-902-1154 青葉区

210
医療法人直心会　テラス内科クリニッ
ク

青葉区
横浜市青葉区新石川2-1-15たまプ
ラーザテラスリンクプラザ3階

①045-910-1170
（②090-5538-7982）

青葉区

211 医療法人社団　緑十字クリニック 青葉区 横浜市青葉区あざみ野2-19-10
①045-902-3220
②080-3750-2449

青葉区

212 えのきがおか内科医院 青葉区 横浜市青葉区榎が丘11-3 045-981-6272 青葉区

213
医療法人社団プラタナス　青葉アーバ
ンクリニック

青葉区
横浜市青葉区あざみ野二丁目２９番
地１　ブランズシティあざみ野1階

045-509-1526 青葉区

214 柴田医院 青葉区 横浜市青葉区あざみ野1-31-1 045-904-5226 青葉区（院から10分程度圏内）

215
医療法人社団ほがらか会　仲町台駅
前まつのぶクリニック

都筑区
横浜市都筑区仲町台1-2-20 フロン
ティアビル202

045-943-3377 港北区、緑区、青葉区、都筑区

216 和久井ペインクリニック 都筑区
横浜市都筑区中川中央1-34-2
S&Eわくいビル　201

045-914-7466 港北区、緑区、青葉区、都筑区

217
医療法人社団凰和会　港北メディカル
クリニック

都筑区 横浜市都筑区大棚町3001-8 045-595-2660 緑区、青葉区、都筑区、瀬谷区

218
医療法人身心霊整合性医療会　サイ・
クリニック

都筑区 横浜市都筑区池辺町2443－1 045-933-1887 港北区、緑区、青葉区、都筑区

219
医療法人社団慶誠会　ときえだ小児科
クリニック

都筑区 横浜市都筑区北山田１－１２－１５ 045-595-4150 港北区、青葉区、都筑区

220 坊クリニック 都筑区
横浜市都筑区中川中央1-31-1-
5180

045-911-5355 港北区、青葉区、都筑区

221 ふれあいの丘クリニック 都筑区 横浜市都筑区大丸8-10 045-511-8668 都筑区、青葉区、港北区

222
医療法人　　恭和会　横浜茅ケ崎老人
保健施設

都筑区 横浜市都筑区茅ケ崎東5-8-7 045-948-1250 港北区、都筑区

223 センター南GOTOクリニック 都筑区
横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2セン
ター南駅光ビル4階

045-532-3508 青葉区、都筑区

224 HAKUブレストケアクリニック 都筑区
横浜市都筑区中川中央1-37-5 ルミ
ナードセンター北2F

045-912-0089 青葉区、都筑区
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施設接種　協力医療機関リスト　　（令和３年９月１日版）

225
医療法人向日葵センター北駅前クリ
ニック

都筑区
横浜市都筑区区中川中央1ー28ー
20

045-910-6222 青葉区、都筑区

226
医療法人社団田園会　デンエンクリ
ニック

都筑区 横浜市都筑区葛が谷 10-8 1階 045-942-3939 都筑区

227
医療法人社団山本記念会　すみれが
丘そよかぜクリニック

都筑区 横浜市都筑区すみれが丘13-3 045-565-9042 都筑区

228 医療法人社団おおくぼ小児科 都筑区 横浜市都筑区仲町台５ー２ー１１ 045-941-2276 都筑区

229
医療法人社団神星会　港北ニュータウ
ン診療所

都筑区
横浜市都筑区茅ヶ崎中央17-26ビク
トリアセンター南301

045-948-6015 都筑区

230
医療法人財団 ヒューマントラストクリ
ニックすずき

都筑区
横浜市都筑区荏田東4-8-5 プラザ
都筑1F

045-948-3306 都筑区

231 サウスウッドこどもクリニック 都筑区
横浜市都筑区 茅ケ崎中央６－１サ
ウスウッド３F

045-942-7700 都筑区

232 医療法人匠光会深澤りつクリニック 都筑区
横浜市都筑区中川中央1-28-20 CK
ビル3F

045-914-4101 都筑区

233 東戸塚ホームケアクリニック 戸塚区 横浜市戸塚区川上町177-1 080-6815-0381
南区、港南区、保土ケ谷区、金沢区、戸塚
区、栄区、泉区、瀬谷区

234 医療法人賢仁会　戸塚クリニック 戸塚区 横浜市戸塚区矢部町６４９ 045-864-2110 港南区、保土ケ谷区、戸塚区、栄区、泉区

235 医療法人紺医会　紺野整形外科 戸塚区 横浜市戸塚区上倉田町884－1 045-862-2551 港南区、戸塚区、栄区、泉区

236
医療法人リファインネット　戸塚南クリ
ニック

戸塚区 横浜市戸塚区上倉田町391-1 045-392-8993 港南区、戸塚区、栄区、泉区

237 医療法人敬生会　十慈堂病院 戸塚区 横浜市戸塚区南舞岡1-23-9 045-823-1010 港南区、磯子区、戸塚区、栄区

238
医療法人横浜未来ヘルスケアシステ
ム　戸塚共立第２病院

戸塚区 横浜市戸塚区吉田町579-1 045-881-3205 港南区、戸塚区、栄区、泉区

239
医療法人瑛鳳会　横浜南まほろば診
療所

戸塚区
横浜市戸塚区下倉田町1883 サミット
戸塚下倉田店2階

045-866-1551 港南区、戸塚区、栄区

240
医療法人横浜未来ヘルスケアシステ
ム　戸塚共立第1病院

戸塚区 横浜市戸塚区戸塚町116 045-864-2501 戸塚区、栄区、泉区

241
医療法人社団楓音会　東とつか整形
外科クリニック

戸塚区
横浜市戸塚区品濃町549-6ドムス常
盤1F

045-824-3388 港南区、戸塚区

242 東戸塚にしかわクリニック 戸塚区 横浜市戸塚区品濃町549-6　1F 045-820-5010 保土ケ谷区、戸塚区

243 浜之上耳鼻咽喉科 戸塚区 横浜市戸塚区上倉田町884ー6 045-871-4653 戸塚区

244 医療法人吉原整形外科 戸塚区 横浜市戸塚区汲沢町471-3 045-871-8488 戸塚区

245 藤野クリニック 戸塚区 横浜市戸塚区品濃町５４３－５ 045-821-1120 戸塚区

246
医療法人内田会　内田医院Yこどもク
リニック

戸塚区
横浜市戸塚区戸塚町8ラピス2ビル1
階

045-520-8716 戸塚区

247 久保外科医院 戸塚区 横浜市戸塚区戸塚町2833-58 045-861-2231 戸塚区

248 おおくぼ総合内科クリニック 戸塚区
横浜市戸塚区川上町91-1 モレラ東
戸塚3F

045-383-9805 戸塚区

249 医療法人医篤会　和田医院 戸塚区 横浜市戸塚区秋葉町131-3 045-811-1116 戸塚区（院から徒歩圏内で、小規模に限る）

250
医療法人桑樹会　木村内科・胃腸内
科

栄区 横浜市栄区小菅ヶ谷１－２３－１
①045-894-1281
②070-6425-0231

港南区、戸塚区、栄区

251 医療法人社団　江口医院 栄区 横浜市栄区飯島町1413 045-891-0067 港南区、戸塚区、栄区

252
医療法人社団　聖仁会　栄聖仁会病
院

栄区 横浜市栄区公田町337-1 045-895-0088 港南区、栄区

253 医療法人　若竹クリニック 栄区 横浜市栄区元大橋1-27-5 045-891-6900 港南区、栄区

254 和田医院 栄区 横浜市栄区桂町702 045-893-5200 栄区

255 かみごう医院 栄区 横浜市栄区上之町2-17 045-891-1026 栄区

256 小山台クリニック 栄区 横浜市栄区小山台2丁目41番17号 045-893-8736 栄区（小山台周辺）
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施設接種　協力医療機関リスト　　（令和３年９月１日版）

257
医療法人社団水尾会　みずおクリニッ
ク

泉区
横浜市泉区中田南3-9-1ウィステリ
ア館1階

045-805-3081 戸塚区、泉区

258 医療法人順神会　ばんどうクリニック 泉区 横浜市泉区和泉町514-8 045-800-3934 戸塚区、泉区

259 医療法人社団一準会　岡津クリニック 泉区 横浜市泉区岡津町2236 090-5316-9768 戸塚区、泉区

260 板倉医院 泉区 横浜市泉区上飯田町1107-1 045-804-6631 泉区

261
社会福祉法人　横浜市社会事業協会
なごみクリニック

瀬谷区 横浜市瀬谷区二ツ橋町489-45 045-360-8183 旭区、緑区、泉区、瀬谷区

262 めぐみ在宅クリニック 瀬谷区 横浜市瀬谷区橋戸2-4-3 045-300-6630 泉区、瀬谷区

263 医療法人和隆　かなた内科クリニック 瀬谷区
横浜市瀬谷区中央6丁目20　マルエ
ツ3階

045-300-3039 瀬谷区

264
医療法人社団美里会　瀬谷ふたつ橋
病院

瀬谷区 横浜市瀬谷区瀬谷1-29-1 045-303-1151 瀬谷区

265
医療法人社団順誠会 山口整形外科・
内科

瀬谷区 横浜市瀬谷区橋戸3-24-4 045-303-8881 瀬谷区
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１章 施設等での接種に係る事前準備 

１ 接種実施計画の作成 

(1) 接種実施医療機関（以下、「医療機関医療機関」という）との調整 

医療機関と施設での接種可否について確認し、実施の方向性が確定した場合は、 

(2)以降の準備を進めてください。 

実施しない場合は利用者、従事者へその旨を周知し、接種希望者に対して、各自

で集団接種や個別接種を受けるよう案内してください。 
 
(2) 接種予定者リストの作成（施設での接種を行う場合） 

   利用者、従事者に対してワクチン接種の意向を本人や家族等に確認し、施設接種

希望者氏名や希望者数についてリストを作成し、把握してください。 

※接種予定者リストの横浜市への提出は原則不要です。 

 
(3) 接種スケジュール作成、調整 

 医療機関と接種日の調整を行ってください。１回のワクチン配分で希望者全員の接

種が難しい場合や施設の運営上一度での接種が難しい場合は、医療機関と調整のうえ、

接種希望者のグループ分けが必要です。（１バイアルあたり６人接種可能なため、グ

ループ分けは６の倍数を意識してください。） 

 (4) 接種券・予診票の準備 

・利用者、従事者 

住民票所在地に接種券と予診票が送付されています。当日までにご用意ください。 

 

２ 人員・場所 

(1) 人員体制 

 以下の人員体制を参考に医療機関や施設の状況に応じて体制を組んでください。 

ア  予診及び接種担当(医療機関が行います) 

①  予診担当 医師：１名 

②  接種担当 医師（予診と同じ医師での対応可）又は看護師：１名 

③  薬液充填及び接種補助担当 看護師又は薬剤師：１名 

 

イ 経過観察、その他（施設従事者が行います） 

① 接種後の状態観察担当：必要人数（看護師等の医療従事者が望ましいが施設

従事者等でも可能） 

② 検温、記録、予診票確認、接種済証の発行等をする事務職員：必要人数 

 

 

 

 

 

医師１名：予診、接種     事務１名：接種済証の発行等 

看護師２名：接種補助等    従事者数名（利用者に応じて）：経過観察 



 

(2) 接種場所 

・インフルエンザ等のワクチン接種を基本に、共有スペースや居室等で実施 

・接種後、15～30 分間経過観察を行う必要があるため、共有スペース等にて、一定程度、

集まって実施することが望ましい。 

 

                         

 

                          

                         

 

 

 

 

 

 

(3)  救急体制の確認 

接種会場においてアナフィラキシー等が発生した場合の救急体制の確認。具体的には

救急用品の置き場や使用方法、救護スペースの場所、スタッフの役割分担、初期対応を

行う場合の対応方法（搬送先の医療機関の確認を含む。）等をあらかじめ確認すること。 

 

２章 接種 

１ 接種当日の流れ 

(1)  会場設営（平時のワクチン接種を参考に） 

   ・受付、待機場所 

   ・予診、接種ブース 

   ・経過観察スペース 

   を確保し、椅子等の什器を準備する。 

  (2) 着衣の準備 

       接種部位（上腕の三角筋）を露出させやすい服装に整える。 

  (3)  検温、血圧測定等 

    接種予定者の検温、血圧測定（必要に応じて） 

  (4) 予診票の事前確認 

    記入漏れ、既往歴等の確認（要観察者の抽出） 

(5)  接種準備(協力医または施設看護師等) 

   ア 薬剤の希釈（以下の手順により、準備） 

     イ 注射器への吸引 

(6) 受付 

  接種予定者リスト等をもとに、接種対象者か確認すること 

  受付を設けない場合は、予診時の本人確認を徹底すること 

食堂等の共有スペースを活用 

（各テーブルを接種チームが 

巡回して接種） 

 

※予診から接種まで、15 分で８名程度

（シミュレーション時の計測） 

短時間で効率よく接種を進めるた

めには、予診票等の事前確認が重

要です。 

チェックするポイントなどは、協

力医等に確認し、実施してくださ

い。 

経過観察スペースにベッドや救急物品を準備しておくと安心です。 

【参考】 

接種シミュレーションでは、共有ス

ペースで８名の予診、接種を行いま

した。 

開始から終了までの計測時間は、約

15 分 

さらに経過観察時間も加わります。 



 

(7) 予診 

予診が十分に行われていないため、対象者の確認等がされず、全国的に間違い

接種が起きています。必ず、被接種者本人か、接種間隔が適切に保たれているか

等、確認してください。 

接種を行う前に問診、検温及び診察を行い、予防接種を受けることが適当で 

ない者又は予防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当するか否かを 

調べる。その際に、接種対象者が接種医の名前を確認できるようにすること。 

 

ア 副反応等に関する説明及び同意 

予診の際は、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こりえる副反応

やまれに生じる重い副反応等について、新型コロナワクチンの接種対象者又はそ

の保護者がその内容を理解しうるよう適切な説明を行うこと。  

※ 意思確認が困難な者に対する予防接種  

意思確認が困難な場合であっても、家族や、介護保険施設等に入所している場

合は嘱託医等の協力を得ながら本人の意思確認をし、接種についての同意を確認

できた場合に接種を行うこと。 

 イ 接種歴の確認 

予診を行う医師は、予診票や予防接種済証により、接種回数（１回目、２回目）

を確認し、２回目接種の場合は、過去に接種したワクチンの種類や接種間隔が適

切に保たれているか確認すること。 

ウ 接種不適当者及び予防接種要注意者 

予診の結果、異常が認められ、以下の接種不適当者に該当する疑いのある者と判

断される者に対しては、当日は接種を行わないこと。 

① 新型コロナウイルス感染症に係る他の予防接種を受けたことのある者で本予防

接種を行う必要がないと認められるもの 

② 明らかな発熱を呈している者（※） 

③ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

④ 本予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあること

が明らかな者 

⑤ 上記に該当する者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

※ 明らかな発熱とは、通常 37.5℃以上の発熱をいう。 

エ ワクチンが余った場合の対応 

    入所者及び施設従事者の接種を行ったうえで、余剰となったワクチンについ

ては、可能な限り無駄なく接種を行っていただく必要があります。当日キャン

セル等も踏まえ、事前に以下の順位に沿って、接種者の選定を行うこと。 

① 接種日を複数日に分けて実施している場合、次回の日程の対象者を繰り上

げて実施 

② 施設利用者や施設従事者の家族、知人等で未接種の方 

③ 近隣の住民で未接種の方 



 

(8) 接種に当たっての事務  

接種時に、予診票に、「接種券」のシール（図の枠囲みの部分）を台紙から剥

がして、予診票の所定の欄（図の枠囲みの部分）に貼付する。  

また、予診票のワクチン名・ロット番号等の欄に記入を行う。（ワクチンメー

カーから送付されるロット番号等が記されたシールを貼付しても差し支えな

い。）  

接種済証に、ワクチンメーカーから送付されるシールのうち QRコードが有る

方のシールを貼付し、接種年月日及び医療機関名を記入する（下図の破線の枠囲

みの部分）。  

 

住民が持参する接種券等のイメージ 

 
 

 

 

 

    

         

予診票の接種券貼付欄 

  



 

(9) 接種後の経過観察  

接種が終わった後、アナフィラキシーや血管迷走神経反射等の症状が生じること

があるため、一定期間観察を行うこと。諸外国では、少なくとも 15分以上医療機

関等において観察を行い、特に過去にワクチン接種でアレルギー症状が出た者やア

ナフィラキシーの既往がある者については、30分程度、観察を行っている例があ

る。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施設接種に関わる緊急連絡等について 

(1)  間違い接種が発生した場合 

施設接種の実施にあたり、被接種者の確認不足等による間違え接種が発生した場合

は、速やかに下記の連絡先に一報のうえ、事故報告書（P7）の提出をお願いします。 

 

(2) 新型コロナウイルス陽性者及び濃厚接触者が発生した場合の対応 

  施設接種の計画期間中に、施設内で新型コロナウイルス陽性者及び濃厚接触者が判明

し、接種スケジュールに影響が出る事象が発生しています。 

  医療機関と相談等を行い接種計画に変更が生じる場合や、判断に迷う場合は、速やか

に次の連絡先に一報をお願いします。 

  なお、本報告はワクチン対応に係る報告のため、保健所、高齢部には別途所定の様式

等で報告してください。 

 

    【平日（月～金）の日中】 

     横浜市健康福祉局健康安全課ワクチン接種等担当（医療・福祉調整班） 

     電 話：６７１－４０３６ または ６７１－４８４７ 

     メール：kf-ssv@city.yokohama.jp 

 

    【平日（月～金）の夜間、休日等】 

     メール：yokohamassv@gmail.com および kf-ssv@city.yokohama.jp 

          ※必ず２つのアドレス宛送付ください。 

経過観察時の注意点（アナフィラキシー疑い） 

施設従事者等が経過観察を行う際は、次の症状に注意し、日常との様子に違いがあれば、
すみやかに医師、看護師へ連絡してください。 

【皮膚・粘膜症状】紅斑、蕁麻疹、痒み等 

【消化器症状】口、のどのかゆみ、嘔気 

【呼吸器症状】咳、鼻汁、くしゃみ 

【参考】経過観察時間 15分は白

シール、30分は赤シールを手に貼

るなど経過観察時の工夫 

振り分け（アレルギー有無等）は

医師の指示 

mailto:kf-ssv@city.yokohama.jp
mailto:yokohamassv@gmail.com
mailto:kf-ssv@city.yokohama.jp


 

     

〇メールひな形（不要な個人情報は記載しないでください） 

 【施設名】 

 【担当者】 

 【連絡先】 

 【コロナウイルス陽性に係る状況】 

  ・ＰＣＲ検査実施（利用者、従事者） 

  ・陽性判定あり（利用者、従事者） 

  ・濃厚接触者の有無 

 【陽性判定ありの場合】 

 （1）保健所への届出状況 

 （2）保健所の調査予定 

 【ワクチン接種に係る事項】 

 （1）医療機関との調整状況 

 （2）接種スケジュールの変更 

 【ワクチンの配送日程、保管方法】 

 

 

〇メール記載例 

 【施設名】  

 【担当者】 横浜太郎 

 【連絡先】 045-671-4847 

 【コロナウイルス陽性に係る状況】 

  ・陽性判定あり（利用者） 

 【陽性判定ありの場合】 

 （1）保健所への届出状況 

    〇〇区へ届出済（4/24 17：00） 

 （2）保健所の調査予定 

    未定 

 【ワクチン接種に係る事項】 

 （1）医療機関との調整状況 

    陽性者発生について共有済 

 （2）接種スケジュールの変更 

    変更なし。予定通り 4/26に接種実施予定 

 【ワクチンの配送日程、保管方法】 

  4/25受取予定、冷蔵保管 
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