
医危第 1305 号 

令和３年６月７日 

 

神奈川県医師会 御中 

神奈川県歯科医師会 御中 

神奈川県病院協会 御中 

神奈川県精神科病院協会 御中 

神奈川県看護協会 御中 

 

 

神奈川県健康医療局医療危機対策本部室 

 

 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の

専門性を踏まえた対応の在り方等について 

 

 

本県の健康医療行政の推進につきましては、日頃格別の御協力をいただき厚

くお礼申し上げます。 

標記について、令和３年６月４日付けで厚生労働省医政局長外より、別添のと

おり通知がありましたので、送付いたします。 

貴会会員への周知につきましてもよろしくお願いいたします。 

 

       

   

                   問合せ先 

                    神奈川県医療危機対策本部室 

ワクチンチーム 松田、村山 

電話 045-285-0716（直通）  
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医政発 0604 第 31 号 

健 発 0604 第 17 号 

薬生発 0604 第６号 

令 和 ３ 年 ６ 月 ４ 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 医 政 局 長 
厚 生 労 働 省 健 康 局 長 
厚生労働省医薬・生活衛生局長  
（ 公 印 省 略 ） 

 

 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための 

各医療関係職種の専門性を踏まえた対応の在り方等について 

 

新型コロナウイルス感染症のワクチン（以下「ワクチン」という。）の接種を更に迅速

かつ円滑に進める観点から、ワクチン接種体制における各医療関係職種の専門性を踏まえ

た効果的かつ効率的な役割分担の在り方として、ワクチン接種に関して、各医療関係職種

に当面、期待される役割を次のとおり整理したので、各自治体においては、本通知も参考

に、地域の実情に応じて、各医療関係職種の協力も得ながら、ワクチン接種体制の構築に

取り組んでいただくようお願いする。 

 

（１）薬剤師：予診のサポート（問診、予診票の確認（記入の補助を含む）、薬剤服用（使

用）歴の確認や副反応等に関する事前の説明）、ワクチンの希釈及びシリ

ンジへの充填、接種後の状態観察 

（２）診療放射線技師：接種後の状態観察 

（３）臨床検査技師：接種（ワクチン接種のための筋肉内注射） 

（４）臨床工学技士：ワクチンの希釈及びシリンジへの充填、接種後の状態観察 

（５）救急救命士：接種（ワクチン接種のための筋肉内注射）、接種後の状態観察 

 

※ 詳細な考え方については、別紙を参照すること。 
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新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性

を踏まえた対応の在り方等についての考え方 

 

第一 ワクチン接種に関して各医療関係職種に当面、期待される役割について 

ワクチンの集団接種を実施するためには、予診、ワクチンの希釈及びシリンジへの充

填、接種、接種後の状態観察といった業務について、それぞれ担当する者を配置する必要

がある。 

安全性を確保しつつ、効果的かつ効率的にワクチンの集団接種の体制を構築するため

の方策の一つとして、こうしたワクチン接種に関連する一連の業務について、様々な医

療関係職種の協力を得て、それぞれの専門性を踏まえた役割分担を行うことにより、接

種体制全体の効率化を図ることが考えられる。 

具体的には、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士に

ついて、普段担っているワクチン接種に関連のある業務を踏まえ、ワクチン接種に関し

て、当面、期待される役割を次のとおり整理したので、各自治体においては、地域の関

係者とも協議の上で、地域の実情に応じて、これら医療関係職種の協力も得ながら、安

全性を確保しつつ、効果的かつ効率的なワクチン接種体制の構築に取り組むこと。 

（１）薬剤師 

薬剤師については、平時より服薬指導等の場面において患者とコミュニケーショ

ンを取りながら健康状態や薬剤服用（使用）歴、副作用の有無等の確認を行ってい

ることから、こうした経験・知識を活かすことができる業務として、問診、予診票

の確認（記入の補助を含む）、薬剤服用（使用）歴の確認や副反応等に関する事前の

説明といった予診の協力を得ることが考えられる。これにより、医師が行う予診の

効率的な実施につながり、集団接種会場の接種能力を高めることに資すると期待さ

れる。 

さらに、処方箋に基づく調剤や投薬後のフォローアップ（副作用等の確認や一次

対応等）も平時より行っていることから、こうした経験・知識を活かすことができ

る業務として、ワクチンの希釈及びシリンジへの充填や接種後の状態観察への協力

を得ることが考えられる。 

なお、薬剤師は、診療所における個別接種においても同様の協力を行っていると

ころである。 

（２）診療放射線技師 

診療放射線技師については、ＣＴ検査やＭＲＩ検査の際に造影剤によるアナフィ

ラキシーショック等への初期対応を行っていることから、こうした経験・知識を活

かすことができる業務として、接種後の状態観察への協力を得ることが考えられる。 

（別紙） 
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（３）臨床検査技師 

臨床検査技師については、外来、健診等における血液検査のための静脈からの採

血を行っていることから、こうした経験・知識を活かすことができる業務として、

ワクチン接種のための筋肉内注射への協力を得ることが考えられる。（ワクチン接

種のための筋肉内注射の臨床検査技師による実施の可否についての法的な整理につ

いては第二のとおりであり、協力に応じる臨床検査技師はワクチン接種のための筋

肉内注射について必要な研修を受けていることが必要。） 

（４）臨床工学技士 

臨床工学技士については、生命維持管理装置の操作による薬剤の注入とその際の

薬剤の準備や、血液浄化における薬剤等によるアナフィラキシーショック等への初

期対応を行っていることから、こうした経験・知識を活かすことができる業務とし

て、ワクチンの希釈及びシリンジへの充填や接種後の状態観察への協力を得ること

が考えられる。 

（５）救急救命士 

救急救命士については、救急救命処置として、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確

保と輸液、エピネフリン等の薬剤の投与を行っていることから、こうした経験・知

識を活かすことができる業務として、ワクチン接種のための筋肉内注射への協力を

得ることが考えられる。（ワクチン接種のための筋肉内注射の救急救命士による実

施の可否についての法的な整理については第二のとおりであり、協力に応じる救急

救命士はワクチン接種のための筋肉内注射について必要な研修を受けていることが

必要。） 

また、救急救命士については、薬剤の投与による副反応に限らず、救急救命処置

として、全身状態の観察や気道確保、増悪するショック患者への静脈路確保と輸液

を行っていることから、こうした経験・知識を活かすことができる業務として、接

種後の状態観察への協力を得ることが考えられる。 

 

第二 臨床検査技師・救急救命士によるワクチン接種のための筋肉内注射の実施について 

１．臨床検査技師・救急救命士によるワクチン接種のための筋肉内注射の実施に係る法的

整理について 

ワクチン接種のための筋肉内注射については、医行為に該当し、また、臨床検査技師

等に関する法律（昭和 33 年法律第 76 号）や救急救命士法（平成３年法律第 36 号）に

より臨床検査技師や救急救命士が実施可能な診療の補助の範囲にも含まれていないこ

とから、医師等の資格を有さない臨床検査技師や救急救命士が反復継続する意思をもっ

て行えば、基本的には、医師法（昭和 23 年法律第 201 号）第 17 条に違反する。 

一方で、臨床検査技師については、その養成課程において、静脈からの採血に関する

基本的な教育を受けており、また、実際に当該業務を行っていることを踏まえれば、ワ
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クチン接種のための筋肉内注射の手技に関する一定の技術的基盤を有していると考え

られる。また、救急救命士についても、その養成課程において、救急救命処置として、

乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保と輸液、エピネフリン等の薬剤の投与等に関する基

本的な教育を受けており、また、実際に当該業務を行っていることを踏まえれば、ワク

チン接種のための筋肉内注射の手技に関する一定の技術的基盤を有していると考えら

れる。 

これらを踏まえれば、違法性阻却の可否は個別具体的に判断されるものであるが、少

なくとも以下の条件の下でワクチン接種のための筋肉内注射を臨床検査技師や救急救

命士が行うことは、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして、歯科医師がワクチ

ン接種のための筋肉内注射を実施する場合と同様に、医師法第 17 条との関係では違法

性が阻却され得るものと考えられる。 

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、住民の生命や健康を守るために

迅速にワクチン接種を進める必要がある中で、必要な医師や看護師等の確保ができ

ないために、臨床検査技師・救急救命士の協力なしには特設会場（地域住民を対象

にワクチン接種を行う病院を含む。以下同じ。）でのワクチン接種が実施できない

状況であること。 

（２）協力に応じる臨床検査技師・救急救命士がワクチン接種のための筋肉内注射につ

いて必要な研修を受けていること。 

（３）臨床検査技師・救急救命士によるワクチン接種のための筋肉内注射の実施につい

て被接種者の同意を得ること。 

上記（１）については、予防接種の実施主体である自治体の長が、医師や看護師等の

確保に取り組んだ上で、それでも必要な医師や看護師等の確保が困難と判断し、地域の

医師会等の関係者とも合意の上で、地域の関係者に協力を要請する必要があること。 

臨床検査技師・救急救命士がワクチン接種を行うのは、集団接種のための特設会場に

限り、臨床検査技師・救急救命士がワクチン接種のための筋肉内注射を行うに当たって

は、特設会場にいる医師の適切な関与の下で行う必要があること。また、予診やアナフ

ィラキシーショック等の症状が発生した場合の対応については、特設会場にいる医師が

行うこと。 

上記（３）の同意を取得するには、被接種者がワクチン接種のための筋肉内注射をさ

れる際に、臨床検査技師・救急救命士が実施していることを認識していることが重要で

あり、これが満たされるのであれば、同意の取得方法として、書面による同意、口頭で

の説明による同意、臨床検査技師・救急救命士もワクチン接種のための筋肉内注射を実

施していることを会場に掲示した上で臨床検査技師・救急救命士がワクチン接種のため

の筋肉内注射を実施していることを明確に被接種者に伝えることによる同意等、いずれ

の方法でも差し支えないこと。 
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なお、本通知に記載した救急救命士に係る法的整理については、良質かつ適切な医療

を効率的に提供する体制の確保を推進するための一部を改正する法律（令和３年法律第

49 号）による救急救命士法の改正を受けて行われた整理ではないこと。 

 

２．研修について 

 上記（２）の研修については、厚生労働省において、関係団体と連携して、教材の作

成や実技を含む研修実施体制について具体的な検討を進めているところであり、追って

お示しすることとしている。 

なお、研修については、ワクチン接種への協力を希望する者が、その意思に基づいて

受講するものであること。 

 

第三 その他 

 効果的かつ効率的なワクチン接種体制の構築に当たっては、予防接種全体を円滑に進め

るという観点から、事前に、どの業務にどの医療関係職種を何名配置するかを検討し、シ

ミュレーションをした上で、集団接種を開始するとともに、集団接種の開始後も、業務全

体を点検し、どの業務に時間がかかっているのか等を検証した上で、必要な改善に努める

ことにより、集団接種会場の接種能力全体を高めていくという視点が重要であることにも

留意し、体制の構築に取り組むこと。 

 

（参考） 

・新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性を

踏まえた対応の在り方等に関する検討会（令和 3年 5月 31 日開催）資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127375_00010.html 
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事 務 連 絡 

令和３年４月 26 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 医 政 局 医 事 課 

厚生労働省医政局歯科保健課 

厚生労働省健康局予防接種室 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための 

筋肉内注射の歯科医師による実施について 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種（以下単に「ワクチン接種」という。）に

ついては、現在、全自治体において、ワクチン接種体制の構築が進められているが、特に特

設会場におけるワクチン接種体制の構築に当たって、ワクチン接種のための筋肉内注射等の

業務を担う看護師等の確保が課題の一つとなっている。 

ワクチン接種のための筋肉内注射については、現行法上、医師又は医師の指示の下で保健

師、助産師、看護師若しくは准看護師（以下「看護師等」という。）が行うものであるが、

新型コロナウイルス感染症対応により医療提供体制が逼迫している地域もある中で、今後、

ワクチン接種の全国的な本格実施に向け、地域によっては、特設会場におけるワクチン接種

体制の構築に必要な看護師等を確保することが困難となることも想定される。こうした状況

を踏まえ、本年４月23日に医道審議会医師分科会及び歯科医師分科会合同による「新型コロ

ナウイルス感染症のワクチン接種に係る人材に関する懇談会」を開催し、ワクチン接種のた

めの筋肉内注射の歯科医師による実施の可否についての法的な整理について検討を行った

ところである。 

同懇談会での検討の結果を踏まえ、ワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師による実

施の可否に係る法的な整理について、下記のとおりとりまとめたので、その内容についてご

了知いただくとともに、地域の医師会や歯科医師会をはじめとする関係者へ周知し、時限的・

特例的な取り扱いとして、各地域における関係者の連携の下で、必要に応じ、歯科医師の協

力を得て特設会場におけるワクチン接種体制の構築に取り組んでいただくようお願いする。 

 

 

記 
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１． ワクチン接種のための筋肉内注射の医行為・歯科医行為該当性について 

ワクチン接種のための筋肉内注射については、「歯科医行為」ではなく「医行為」に該

当するものであり、医師等の資格を有さない歯科医師が反復継続する意思をもって行え

ば、基本的には、医師法（昭和 23 年法律第 201 号）第 17 条に違反する。 

 

２．歯科医師によるワクチン接種のための筋肉内注射の実施に係る法的整理について 

違法性阻却の可否は個別具体的に判断されるものであるが、歯科医師は、その養成課程

において、筋肉内注射に関する基本的な教育を受けており、また、口腔外科や歯科麻酔の

領域では実際に筋肉内注射を行うことがあることを踏まえると、必要な医師や看護師等が

確保できないことを理由に特設会場におけるワクチン接種が実施できないような場合にお

いては、少なくとも下記の条件の下でワクチン接種のための筋肉内注射を歯科医師が行う

ことは、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして、医師法第 17 条との関係では違法

性が阻却され得るものと考えられる。 

（１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、住民の生命や健康を守るために迅

速にワクチン接種を進める必要がある中で、必要な医師や看護師等の確保ができない

ために、歯科医師の協力なしには特設会場でのワクチン接種が実施できない状況であ

ること。 

（２）協力に応じる歯科医師が筋肉内注射の経験を有している又はワクチン接種のための

筋肉内注射について必要な研修を受けていること。 

（３）歯科医師によるワクチン接種のための筋肉内注射の実施について被接種者の同意を

得ること。 

上記（１）については、予防接種の実施主体である自治体の長が、看護師等の確保に取

り組んだ上で、それでも必要な看護師等の確保が困難と判断し、地域の医師会等の関係者

とも合意の上で、地域の歯科医師会等に協力を要請する必要があること。 

特例的に歯科医師がワクチン接種を行うのは、集団接種のための特設会場に限り、歯科

医師がワクチン接種のための筋肉内注射を行うに当たっては、特設会場にいる医師の適切

な関与の下で行う必要があること。また、予診やアナフィラキシー時の症状が発生した場

合の対応については、特設会場にいる医師が行うこと。 

上記（３）の同意を取得するには、被接種者がワクチン接種のための筋肉内注射をされ

る際に、歯科医師が実施していることを認識していることが重要であり、これが満たされ

るのであれば、同意の取得方法として、書面による同意、口頭での説明による同意、歯科

医師もワクチン接種のための筋肉内注射を実施していることを会場に掲示した上で歯科医

師がワクチン接種のための筋肉内注射を実施していることを明確に被接種者に伝えること

による同意等、いずれの方法でも差し支えないこと。 
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３．研修について 

  上記２（２）の研修について、具体的な研修内容の例は以下のとおりであること。 

 研修内容：以下の内容を含むものとする。 

① 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンに関する基礎知識（副反応に関する内容

も含む。） 

② 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に必要な解剖学の基礎知識 

③ 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の実際（接種時の注意点を含む） 

④ 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンのアナフィラキシーとその対応 等 

※ ③については、実技研修も実施すること。 

（実技研修については、講義と同日でなくてもよいこととする。） 

 研修時間：２時間程度（実技研修を除く。） 

  なお、厚生労働省において、日本歯科医師会と連携してｅラーニングを活用した研修に

ついての検討を進めているところであり、追ってお示しすることとしているが、各地域に

おいて類似の研修が予定されている場合には当該研修を活用する等、地域の状況に応じて

実施することも差し支えないこと。 

 

 



 
 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ５ 月 ７ 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 

医 政 局 看 護 課 

 

 

新型コロナワクチン接種人材の確保について 

（公益社団法人日本看護協会における対応についての情報提供） 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種（以下「ワクチン接種」という。）

については、現在、全自治体において、ワクチン接種体制の構築が進められてい

ますが、特に特設会場におけるワクチン接種業務を期間限定で担う医師、看護師

等の確保が課題の一つとなっています。 

こうした中、４月 19 日に、中央ナースセンターから求職登録者等約５万人宛

て、ワクチン接種業務への就業依頼をメール送信されています。 

また、５月６日に、日本看護協会から各都道府県看護協会に対し、引き続きの

看護職の確保とともに、地方自治体と連携した医療機関等に対する看護職の派

遣に関する協力依頼について、文書を発出しており、これに基づき、各都道府県

看護協会において準備を整えているところです。このほか、認定看護管理者会長

及び日本看護職副院長連絡協議会長宛てにも文書が発出されています。（別添） 

各地方自治体におかれては、ワクチン接種業務を担う看護職の人材確保につ

いて、必要に応じて各都道府県看護協会にご相談いただくとともに、看護職の確

保を要する際には、各都道府県ナースセンターを積極的にご活用いただきます

よう、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

厚生労働省健康局健康課予防接種室 佐藤 

電 話：03-5253-1111（内線 2330） 

厚生労働省医政局看護課 荒木、村井 

電 話：03-5253-1111（内線 4166、4171） 



各都道府県看護協会長様

新型コロナウイルスワクチン接種の体制確保に係る協力依頼について

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃より本会事業の推進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

令和 3年4月30日、「総理と日本医師会長・日本看護協会長の意見交換会」(於

首相官邸)が開催され、本会からは会長、専務理事が出席しました。

会長からは、新型コロナワクチン接種に向けた看護職確保のための本会の取組みに

ついて説明を行うとともに、ワクチン接種に従事する看護職の報酬の大幅な引上げや、

看護職を医療機関等から派遣した場合の医療機関等への支援などの環境整備につい

て要望しました。

菅内閣総理大臣からは、「連休明けから全国各地で自治体による高齢者へのワクチ

ン接種を本格化させ、 7月末には終了したい。すでに 1億回分のワクチン確保の見通

しがある」との説明があり、本会に対して新型コロナワクチン接種体制確保に向けた

協力の要請がありました。

今後、貴協会に対し、地方自治体より、新型コロナウイルスワクチン接種の体制確

保について協力依頼があると想定されます。被接種者の人数(約3,600万人)、7月末

までという日程から見て、ナースセンター等による潜在看護師等の確保だけでは間に

合わず、現に医療機関等に勤務している看護師等の協力を得ることが不可欠であると

老えられます。貴協会におかれましては、迅速なワクチン接種体制の構築に向け、引

き続き看護職を確保するとともに、地方自治体と連携して医療機関等に対して看護職

の派遣への協力をご依頼いただきますよう、よろしくお願いいたします。

なお、国においては、ワクチン接種を行う看護師等を確保するため、接種費用の単

価引上げや時間外・休日に看護師等を接種会場に派遣した場合の派遣元医療機関への

財政的支援を実施するとしています御1紙D。

公益社団法人日本看護協会

会長福井トイ〕事

日看協発第π号

令和 3年5月6日



資料>

新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種について」

令和3年4月30日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室・医政局総務課事務連絡)

【お問い合わせ】

公益社団法人日本看護協会

〒150-00田東京都渋谷区神宮前 5-8-2

健康政策部保健師課(担当:阿部、沼田)

TEL 03-5778-88"/nx :03-5778-8478

E一Ⅲa il : hokensh i@nurse. or. jp



ー"ー* (局)

希望する高齢者に、7月末を念頭に各自治体が2回の新型コロナウィルスワクチンの接種
を終えることができるよう、ワクチンの接種を行う医師・看護師等を確保するため今般、
時間外・休日の接種費用にっいて、下記のとおりワクチン接種対策費負担金の被接種者1人
当たり単価2,070円に診療報酬上の時間外等加算相当分の加算を行うこととしました。
併せて、地域の実情に応じ、当該加算を二じてもなお医師・看護師等が不足すると考えら

れる場合には、都道府県の判のもと、時間外・休日の医療機関から、集団接種会場に医師.
看護師等を派'したときに、派遣元の医療機関に対して、新型コロナウィルス感染症緊急包
括支援交付金の医療従事者派遣事業により、財政的支援を実施することとしました。

詳細にっいては追って案内しますが、各都道府県、市町村及び特別区におかれては、これ
らを活用し、接種を行う医師・看護師等を確実に確保の上、迅速な接種体制の構築に努めて
いただくようお願いします。

御中

新型コロナウィルスワクチンの時間外・休日の接種にっいて

事務連絡
令和3年4月30日

別紙1

厚生労働省健康局健康課予防接種室
医政局総務課

0接種費用の上乗せについて(案)
時問外等加算相当分

・時間外

・休日

0医師・看護師等の派遣について(案)

時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業
・医師 1 人 1時間当たり 7,550円

・看護師等 1人1時間当たり 2,760円
※7月末までに行われる派遣が対象

記

2,070円→2,800円

2,070円→4,200円



認定看護管理者会

会 長佐藤美子

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃より本会事業の推進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

令和 3年4月30日、「総理と日本医師会長・日本看護協会長の意見交換会」(於

首相官邸)が開催され、本会からは会長、専務理事が出席いたしました。

会長からは、新型コロナワクチン接種に向けた看護職確保のための本会の取組みに

ついて説明を行うとともに、ワクチン接種に従事する看護職の報酬の大幅な引上げや

看護職を医療機関等から派遣した場合の医療機関等への支援などの環境整備につい

て要望いたしました。

菅内閣総理大臣からは、「連休明けから全国各地で自治体による高齢者へのワクチ

ン接種を本格化させ、 7月末には終了したい。すでに 1億回分のワクチン確保の見通

しがある」との説明があり、本会に対して新型コロナワクチン接種体制確保に向けた

協力の要請がありました。

被接種者の人数(約3,600万人)、7月末までという日程から見て、ナースセンター

等による潜在看護師等の確保だけでは間に合わず、現に医療機関等に勤務している看

護職の皆様の協力を得ることが不可欠です。新型コロナウイルス感染症対応をはじめ

地域医療確保のために日夜奮闘されておられる看護職の皆様のご苦労や逼迫の度を

強める医療現場の実情は重々承知しておりますが、一刻も早く国民へのワクチン接種

を進めることは、これ以上の感染の拡大を防止して国民の生命、健康を守るとともに、

医療機関、医療従事者の負担を軽減するために最も優先して実施すべきものの1つと

考えます。

今後、地方自治体や都道府県看護協会より、貴会の認定看護管理者の皆様が所属し

ている医療機関に対して新型コロナウイルスワクチンの接種会場への看護職の派遣

の協力依頼があることが想定されます。その際には、可能な限り、接種会場に派遣で

きる看護職を確保できるようご調整いただき、ワクチン接種が迅速かつ円滑に進むよ

うご協力いただきたく、ご周知のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、国においては、ワクチン接種を行う看護師等を確保するため、接種費用の単

価引上げや時間外・休日に看護師等を接種会場に派遣した場合の派遣元医療機関への

財政的支援を実施するとしています拐11紙 D。

新型コロナウイルスワクチン接種の体制確保に係る協力依頼について

様

口本看護協△長ミ鷲罵公益社団法人
三又=η'Π■墻六Z、、 長ユニヰ

に士ご,T丁1{^

日看協発第π号の 2

令和3年5月6日



<資料>

「新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種について」

(令和3年4月30日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室・医政局総務課事務連絡

【お問い合わせ】

公益社団法人日本看護協会

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2

健康政策部保健師課(担当:阿部、沼田)

TEL :03-5778-8844/F餓:03-5778-8478

E-ma il : hokenshi@nurse. or. jp



ーー* (局)

希望する高齢者に、7月末を念頭に各自治体が2回の新型コロナウィルスワクチンの接種
を終えることができるよう、ワクチンの接種を行う医師・看護師等を確保するため今般、
時間外・休日の接種費用にっいて、下記のとおりワクチン接種対策費負担金の被接種者1人
当たり単価2,070円に診療報酬上の時間外等加算相当分の加算を行うこととしました。
併せて、地域の実情に応じ、当該加算を講じてもなお医師・看護師等が不足すると考えら

れる場合には、都道府県の判断のもと、時間外・休日の医療機関から、集団接種会場に医師.
看護師等を派'したときに、派遣元の医療機関に対して、新型コロナウィルス感染症緊急包
括支援交付金の医療従事者派遣事業により、財政的支援を実施することとしました。

詳細については追って案内しますが、各都道府県、市町村及ぴ特別区におかれては、これ
らを活用し、接種を行う医師・看'師等を確実に確保の上、迅速な接種体制の構築に努めて
いただくようお願いします。

御中

新型コロナウィルスワクチンの時間外・休日の接種につぃて

事務連絡
令和3年4月30日

別紙1

厚生労働省健康局健康課予防接種室
医政局総務課

0接種費用の上乗せについて(案)
時間外等加算相当分

・時間外

・休日

0医師・看護師等の派遣について(案)

時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業
・医師 1 人 1時間当たり 7,550円

・看護師等 1人1時間当たり 2,760円
※7月末までに行われる派遣が対象

記

2,070円→2,800円

2,070円→4,200円



日本看護職副院長連絡協議会

会長田渕典子様

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

日頃より本会事業の推進に格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

令和 3年4月30日、「総理と日本医師会長・日本看護協会長の意見交換会」(於

首相官邸)が開催され、本会からは会長、専務理事が出席いたしました。

会長からは、新型コロナワクチン接種に向けた看護職確保のための本会の取組みに

ついて説明を行うとともに、ワクチン接種に従事する看護職の報酬の大幅な引上げや、

看護職を医療機関等から派遣した場合の医療機関等への支援などの環境整備につい

て要望いたしました。

菅内閣総理大臣からは、「連休明けから全国各地で自治体による高齢者へのワクチ

ン接種を本格化させ、 7月末には終了したい。すでに 1億回分のワクチン確保の見通

しがある」との説明があり、本会に対して新型コロナワクチン接種体制確保に向けた

協力の要請がありました。

被接種者の人数(約3,600万人)、7月末までという日程から見て、ナースセンター

等による潜在看護師等の確保だけでは間に合わず、現に医療機関等に勤務している看

護職の皆様の協力を得ることが不可欠です。新型コロナウイルス感染症対応をはじめ、

地域医療確保のために日夜奮闘されておられる看護職の皆様のご苦労や逼迫の度を

強める医療現場の実情は重々承知しておりますが、一刻も早く国民へのワクチン接種

を進めることは、これ以上の感染の拡大を防止して国民の生命、健康を守るとともに、

医療機関、医療従事者の負担を軽減するために最も優先して実施すべきものの1つと

老えます。

今後、地方自治体や都道府県看護協会より、貴会の副院長の皆様が所属している医

療機関に対して新型コロナウイルスワクチンの接種会場への看護職の派遣の協力依

頼があることが想定されます。その際には、可能な限り、接種会場に派遣できる看護

職を確保できるようご調整いただき、ワクチン接種が迅速かつ円滑に進むようご協力

いただきたく、ご周知のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、国においては、ワクチン接種を行う看護師等を確保するため、接種費用の単

価引上げや時間外・休日に看護師等を接種会場に派遣した場合の派遣元医療機関への

財政的支援を実施するとしています御1紙 1)。

新型コロナウイルスワクチン接種の体制確保に係る協力依頼について

公益社団法人日本看護協会

会長福井トシ+

日看協発第π号の3

令和 3年5月6日



<資料>

「新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種について」

(令和3年4月30日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室・医政局総務課事務連絡)

【お問い合わせ】

公益社団法人日本看護協会

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 5-8-2

健康政策部保健師課(担当:阿部、沼田)

TEL :03-5778-8844/F餓:03-5778-8478

E一Ⅲail : hokenshi@n11rse. or. jp



ー"ー* (局)

希望する高齢者に、7月末を念頭に各自治体が2回の新型コロナウィルスワクチンの接種
を終えることができるよう、ワクチンの接種を行う医師・看護師等を確保するため、今般、
時間外・休日の接種費用について、下記のとおりワクチン接種対策費負担金の被接種者1人
当たり単価2,070円に診療報酬上の時間外等加算相当分の加算を行うこととしました。
併せて、地域の実情に応じ、当該加算を講じてもなお医師・看護師等が不足すると考えら

れる場合には、都道府県の判断のもと、時間外・休日の医療機関から、集団接種会場に医師・
看護師等を派遣したときに、派遣元の医療機関に対して、新型コロナウィルス感染症緊急包
括支援交付金の医療従事者派'事業により、財政的支援を実施することとしました。

詳細については追って案内しますが、各都道府県、市町村及び特別区におかれては、これ
らを活用し、接種を行う医師・看'師等を確実に確保の上、迅速な接種体制の構築に努めて
いただくようお願いします。

御中

新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種につぃて

事務連絡
令和3年4月30日

別紙1

厚生労働省健康局健康課予防接種室
医政局総務課

0接種費用の上乗せについて(案)

時間外等加算相当分

・時間外

・休日

0医師・看護師等の派遣について(案)

時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業
・医師 1 人 1時間当たり 7,550円

・看護師等 1人1時間当たり 2,760円
※7月末までに行われる派遣が対象

2,070円→2,800円

2,070円→4,200円

記


