前橋市

新型コロナワクチンに関するQ&A

Q１
Ａ１

Q2
Ａ2
Q3
Ａ3
Q4
Ａ4
Q5
Ａ5

なぜしばらくの間は、
施設入所者しかワクチン接種が受けられないのですか。
ワクチン供給量に限りがあるため、しばらくの間は接種対象者を限定
させていただきます。
※このチラシを作成している時点（３月９日）で国から示されている
ワクチン供給量は高齢者人口比で約１．８％です。国の説明ではワク
チン供給量が増えるのは５月以降とされています。

Q6
Ａ6

前橋市内の施設に入所していますが、市外の市区町村に住
民登録があるため、前橋市の接種券を持っていません。ど
うしたらよいですか。
前橋市の施設で接種を受けられますが、住民登録のある市区町村から
発行された接種券が必要になります。接種券を回送してもらってくだ
さい。

施設に入所している家族分の接種券が届きました。この接
種券は使いますか。
接種券は接種を受ける際に必要になります。ご本人（入所施設）にお
渡しください。

施設に入所していますが、年齢が65歳未満のため接種券
が送られてきませんでした。他の入所者と一緒にワクチン
接種を受けることはできますか。
申し訳ありませんが、施設に入所（利用を含む）されている65歳未
満の方には今回は接種できません。接種できる時期になったらワクチ
ン接種券をお送りします。

前橋市外の施設に入所していますが、優先的に接種
を受けられるのですか。
接種は施設の所在する市区町村が担当しますが、市区町村に
より接種の優先対象が異なるため、施設入所者であっても優
先的に接種を受けられないことがあります。詳細については
入所施設の所在する市区町村のワクチン接種担当課までお問
い合わせください。

Q7
Ａ7
Q8
Ａ8
Q9
Ａ9

優先して接種を受けられる対象の高齢者施設等とは
何ですか。
以下の施設です。
■ 介護保険施設（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院）
■ 居住系介護サービス（特定施設入居者生活介護、地域密着
型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護）
■ 老人福祉法による施設（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
有料老人ホーム）
■ 高齢者住まい法による住宅（サービス付き高齢者向け住宅）
■ 障害者総合支援法による障害者支援施設等（障害者支援施
設、共同生活援助事業所、重度障害者等包括支援事業所、
福祉ホーム）
※該当となる施設には、前橋市等から連絡し調整します。

広報まえばしが配布されないのですが、どうやって
予約方法等を確認すればよいですか。
前橋市ホームページにてご確認ください。ホームページをご
覧いただけない方は、前橋市ワクチン接種専用ダイヤルにて
ご案内します。

副反応が心配です。
接種会場では接種後15分程度、体調に変化がないか観察しま
す。不調を感じた場合には医師等が対応します。持病等があり、
ワクチン接種に不安を感じる方は、あらかじめかかりつけ医
にご相談ください。

ワクチン接種は強 制（義務）
ですか？
強制（義務）ではありません。接種を受ける人の同意がある
場合に限り、接種を行います。予防接種による「感染症予防
の効果」と「副反応のリスク」の両方についてご理解いただ
いたうえで受けてください。なお、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差別的な扱いをす
ることのないようお願いいたします。

新型コロナワクチン詐欺にご注意ください

◆ ワクチン接種は無料です。
◆「お金を払えば早く接種してもらえる」ことはありません。

◆ 前橋市から電話やメールで個人情報を求めることはありません。
前橋市ワクチン接種専用ダイヤル
平

日

9:00から17:00

ゼ

ロ

コ

ロ

ナ

ゼ ロ 二

0570-0567-02
土 ・日・ 祝

10:00から15:00

ワクチンの接種に関し前橋市以外が設置するお問い合わせ先
ワクチン接種全般に
関すること

接種後の副反応に
関すること

ファイザー社製ワクチンに
関すること

厚生労働省ワクチンコールセンター

ぐんまコロナワクチンダイヤル

ファイザー社ワクチン専用ダイヤル

0120-761-770

0570-783-910

9:00から21:00

24時間対応

平日・土 ・日・ 祝

4

平日・土 ・日・ 祝

0120-146-744
平日・土

9:00から20:00

新型コロナワクチン
接種のお知らせ

接種費用

接種は

無料

任意

（全額公費）

（強制ではありません）

今回のお知らせ内容

1 65歳以上の方へのお知らせです。

令和３年３月９日時点で前橋市に住民登録のある方で、昭和32年４月１日以前生まれの方

2 新型コロナワクチンの接種に使用する接種券と予診票をお送りします。
必
 要な時期まで、大切に封筒ごと保管してください。

3 接種時期、接種会場、接種予約方法等の詳細は、広報まえばしなどでお知らせします。
今後のお知らせ方法

■ 広報まえばし５月1日号

令和３年４月より月１回の発行です。

広報ま

えばし

５月１
日

号

■ 前橋市ホームページ

https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_
tetsuzuki/covid19_info/1/0/27243.html

毎週、最新情報に更新

お送りしたもの

●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●

ワクチン
接種券

1 お知らせ（このチラシ）
2 ワクチン接種券（クーポン券）

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●●●●

・ワクチン接種を受ける際に台紙ごと持参してください
   
（切り離さないでください）
。
※接種券の送付を受けた後に前橋市外に転居された方は、転居先の市区町村に
連絡し新たにワクチン接種券の発行を受けてください。

3 予診票（接種１回目用）

●●●●●●●●

・
 このお知らせの３ページにファイザー社製ワクチンの説明がありますので、
予診票記入の際にご利用ください。
・ワ クチン接種を受ける当日に「住所・氏名・質問事項等」を記入して持参
してください。
※接種２回目用の予診票は１回目の接種終了後にお渡しします。

予診票

お問い合わせ先
前橋市ワクチン接種専用ダイヤル

0570-0567-02
ゼ

平

日

FAX

ロ

コ

ロ

9:00から17:00

027-212-3708

ナ

ゼ

土 ・日・ 祝

ロ

二

10:00から15:00

この内容は３月９日時点の
情報に基づく内容です。
今後、変更になる場合があります。
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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

接種順位
ワクチン供給量が著しく限定されるため、以下の接種順位により接種を実施させていただきます。
国の定める接種順位

前橋市が細分化した接種順位

接種順位

接種対象者

接種順位

対象者

１

医療従事者等

１

医療従事者等

このお知らせ（接種券）
の
送付を受ける方

高齢者施設等に
２

入所されている方
（高齢者）

２

高齢者

３

高齢者のうち
上記以外の方

■ ３月上旬から接種を開始しています。
■入
 所施設でワクチン接種を受けていただけ
ます。（対象施設に前橋市もしくは医療機
関から連絡し日程等を調整します）
■ 接種開始は、４月中旬以降の見込みです。
■ 接種時には、このお知らせと一緒に送られ
た接種券・予診票が必要です。
■医
 療機関（個別接種）もしくは市の設置す
る特設会場（集団接種）にてワクチン接種
を受けていただけます。
■ ワクチン供給量が不明なため、現時点では
接種時期、接種予約方法等をご案内できま
せん。広報まえばし５月１日号にてご案内
します。
■ ワクチン接種や予約には、このお知らせと
一緒に送られた接種券・予診票が必要です。

基礎疾患を
有する方

基礎疾患を
有する方

４

４

高齢者施設等に
従事される方

５

高齢者施設等に
従事される方

５

60～64歳の方

６

60～64歳の方

６

上記以外の方

７

上記以外の方

３

接種開始時期等

３月

４月

接種券発送

高齢者施設等に
入所されている方
高齢者のうち
上記以外の方

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（SARSCoV-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、本ワクチンは
16歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

●本ワクチンの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。)

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。

●注射した部分は清潔に保つようにつようにし、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。

ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染
症を発症した人が少ないということが分かっています。
（発症予防効果は
約95% と報告されています。）

●当日の激しい運動は控えてください。

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 ２回（通常、３週間の間隔）※筋肉内に接種
16歳以上（16歳未満の人に対する有効性・安全
接種対象
性はまだ明らかになっていません。）
接種量
１回0.3mL を合計２回

●１回目の接種後、
通常、
３週間の間隔で２回目の接種を受けてください。
（接種後３週間を超えた場合は、できるだけ速やかに２回目の接種を受
けてください。）
●１回目に本ワクチンを接種した場合は、２回目も必ず同じワクチン接
種を受けてください。
●本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、２回目の接種を受けて
から７日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は
明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防
止策を行う必要があります。

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）

5月

6月

７月以降

接種

●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。

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

高齢者施設等に入所されている方が接種を受ける市区町村
住民登録が前橋市
前橋市内の施設に入所

前橋市（入所施設）にて接種を受けられます。
接種券を入所施設にお渡しください。

住民登録が前橋市以外

前橋市（入所施設）にて接種を受けられます。住民登録のあ
る市区町村から発行された接種券を施設にお渡しください。

住民登録が前橋市

入所施設のある市区町村にて接種を受けられます。前橋市の
発行する接種券を入所施設にお渡しください。

住民登録が前橋市以外

－

前橋市外の施設に入所

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、まれ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。

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。極めてまれではあるものの、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

広報まえばし５月１日号にて
接種時期、接種予約方法等を案内
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接種を受けた後の注意点

●重い急性疾患にかかっている人

※接種順位、対象者は現時点での内容です。ワクチン供給量等により変更になることがあります。
対象者

新型コロナウイルスワクチン接種について

予防接種を受けることができない人

■未定（決まり次第、広報等で案内します）

ファイザー社製

●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。
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。

本 剤 は メ ッ セ ン ジ ャ ーRNA（mRNA） ワ ク チ ン で あ り、SARSCoV-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

新型コロナワクチンの詳しい情報については、
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労

コロナ

ワクチン

ホームページをご覧になれない場合は、
お住まいの市町村等にご相談ください。
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