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☆☆  新型コロナウイルス感染症ニュース 第 71 号 2021.6.14  ☆☆ 

今後のワクチン接種計画が発表され、接種事業も新たな局面を迎えております。今回も新型コロナウイルス

ワクチン接種について最新の情報をお届けいたします。また今号より特集として、医師会各部会からコロナ

禍における取り組みや活動内容の変化などを順次ご報告してまいります。 

 

「新型コロナワクチン接種事業」について 

高齢者優先接種の予約数調査では、個別約 18 万、集団約 2 万、大規模約 3 万と市内高齢者総数 27 万の約

85％が既に接種されているか、予約を取得していることがわかりました。当初から個別 8：集団 2の割合と見

通しておりましたが、大規模接種が加わっても、なお、個別接種が圧倒的に多く、高齢者の「かかりつけ医」

志向が鮮明に表れました。 

これからの接種は 60～64歳の市民（約 6万人）と、年齢問わず基礎疾患を有する人、高齢者施設等従業員、

学校等教職員など（合せて約 12 万人）、合計 18万人が当面の対象となります。 

6月 18日の 60～64歳向け接種券発行を皮切りに、年代別に接種券が 3～5日間隔で発送されます。今回は、

集団、大規模の予約開始の際に個別の予約については仙台市 HP などで予約の可否についての情報を周知する

こと、優先接種対象ではない 60 歳未満の方には予約開始時期を、状況を見ながら後日通知とすること、など

により、高齢者接種の際のような大混乱は避けられると予想します。 

今後のアクティブな世代は集団・大規模接種を選択する人が多いはずです。戦略を変えなければなりません。

集団接種拡充が急務ととらえ、従前より市にさまざまな提案をしております。引き続き、市と協議を行いなが

ら、個別接種にかかる負担の軽減を図ってまいります。 

個別接種担当の先生方におかれましては、自院で持続可能な範囲で接種を進めていただき、余裕ができまし

たら、集団接種へのご参加をよろしくお願い申し上げます。 

これからの接種に関しましても会員の先生方のご協力を賜りたく存じます。何卒よろしくお願い申し上げ

ます。                                   （会長 安藤 健二郎） 

 

仙台市における新型コロナウイルスワクチン接種の現状 

仙台市による接種事業の現状です。 

・医療従事者、65歳以上の施設入所者、介護従事者向けの接種は進行中です。 

・一般高齢者向け個別接種は 5月 31日（月）より接種を開始しております。 

・市民センターなどにおける土日の集団接種は 6月 12日（土）より接種を開始いたしました。 

※予約数：約 1万 8千件（6 月 13日 24時時点）、接種数：約 4千回（6月 12日、13日） 

・東北大学による大規模接種は 5月 24日（月）から接種を開始しております。 

※予約数：約 3万 2千件（6 月 13日 24時時点）、接種数：約 3万回（5月 24日～6月 13日） 

 

 新型コロナワクチン接種の状況等に関するアンケート（令和 3年 6月 2日発出）集計結果について 

 回答：423施設（528施設中）回答率：80.1% 

 1回目接種予約人数：178,023人（6月：124,601人、7月：41,632人、8月：7,722人、9月~：4,068人） 

 大規模接種によるキャンセル人数：9,306人 

 

今後の接種計画について 

 6 月 10 日に仙台市より今後の接種計画について発表がありました。経緯については下記の内容をこの度仙

台市ワクチン接種推進室よりいただいておりますのでご確認ください。改めて内容を整理いたします。 

 64歳以下の市民への接種券は以下のスケジュールで順次発送されます。 

60〜64歳：6月 18日（金）発送、50代：6月 23日（水）発送、40代：6月 25日（金）発送、 

30代：6月 28日（月）発送、20代：6月 30日（水）発送、16〜19歳：7月 2日（金）発送 

 予約については「60 歳から 64 歳までの方」「国が定める優先接種者と仙台市独自の優先接種対象者」は接

種券が届き次第可、その他の方は予約開始日が決まり次第、郵送等で通知とされております。優先対象につい

ては接種希望者の自己申告のみで医療機関で確認する必要はありません。 

 予約方法は集団、大規模はコールセンターへ、個別接種は個々の医療機関へ問い合わせとなりますが、混乱

と電話などの負担を避けるため予約受付の可否について、6 月 10 日に個々の医療機関様へアンケートを発送
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させていただいております。6月 16日午前 9時締め切りにご注意ください。そのアンケート結果は仙台市 HP

などで 18 日までに公表できるよう調整中です。また、今後も V-SYS へ入力いただいた情報などを基に随時更

新の予定で、更新間隔など検討されております。 

 実際の接種日については言及、制限されておりませんので個々の事情に応じた先々までの予約受け付けも

可能で、また余裕があればすぐに接種することも可です。              (CVPT 福壽 岳雄)  

 

64歳以下の方への接種券の発送について（仙台市健康福祉局 ワクチン接種推進室より） 

これまでの経緯 

・ 仙台市では、64 歳以下の方への接種券を、6月 18日から 7月 2日までの間に順次発送していくことと

しました。 

・ またあわせて、基礎疾患のある方、高齢者施設等従事者などに加えて、仙台市独自に、教職員、保育所

職員、介護・障害福祉サービス従事者などを優先接種対象者と定めました。 

・ 上記の優先対象者は計約 18 万人。これらの方は、接種券が到着次第、接種予約を行うことができるこ

ととし、仙台市は、これらを先日 6月 10日に公表いたしました。 

・ この件に関しまして、医師会の皆様への事前のご説明が十分に行えなかった中、対外公表に至りました

こと、会員の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、お詫び申し上げます。 

・ 今後も医師会の皆様のご協力をいただきながら、ワクチン接種事業を進めてまいりたいと考えておりま

す。引き続き皆様のお力をお貸しいただけますようお願い申し上げます。 

今後の対応 

・ 6月 18日からの接種券発送にあわせ、大規模接種、集団接種の新規予約受付を開始します。 

・ 予約開始時点での大規模接種の予約枠は概ね 28,000回分（接種時期は 7月半ば以降）、集団接種の予約

枠は約 12,000回分（接種時期は 6月後半以降）を確保する予定です。 

・ これを広報することで、大規模接種や集団接種の利用を促します。 

・ 個別接種に関しましては、各医療機関の予約受付の可否（可：〇、不可：×）について、アンケート結

果に基づき、市のホームページで公表するとともに、新聞、ＴＶなど様々な媒体により当該ページへの

誘導を図ります。 

・ 予約受付の可否状況については、概ね１週間ごとに状況を把握し、情報を更新してまいります（更新の

手法については現在検討中です。）。 

・ これらにより、各医療機関の負担に最大限の配慮をしてまいります。 

広報の仕方 

・ 今後の対応を進めるにあたり、市ホームページに加え、新聞、テレビ、ラジオなども活用した適時適切

な広報に努めてまいります。 

優先接種対象者 

・ 優先接種対象者は概ね以下のとおりです。 

・ なお、優先接種対象の職にあるか否かは、被接種者の自己申告によるものとします。各医療機関で優先

の可否を確認いただく必要はございません。 

【国が定める優先接種対象者】 

 基礎疾患がある者 

高齢者施設等従事者 

【市独自の優先接種対象者】 

 

 

保育施設（保育所、認定こども園、小規模保育事業※1等）、幼稚園の従事者 

児童館※２、児童クラブ※３、その他児童福祉施設等の従事者 

小中学校、中等教育学校、特別支援学校、高等学校の教職員※４ 

60～64歳の者 

介護サービス、障害福祉サービスの従事者 

民生委員児童委員 

救護施設※５等の従事者 

児童養護施設※６等の従事者 

児童相談所の従事者 

※1 小規模保育事業は、生後 8 週間から 2 歳児までの子どもを比較的小規模な環境（定員 6～19人）で

保育するものです。 
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※2 児童館は、地域において児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするこ

とを目的とする児童福祉施設です。 

※3 児童クラブは、就労等により放課後等に保護者が家庭にいない小学生の児童を対象に、児童館等に

おいて適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図ることを目的とするものです。 

※4 教員や学校事務職員、学校用務員など、学校に従事する全ての職員です。 

※5 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるため、居宅で独立して生活を送ることが困難な被

（要）保護者を対象とした施設です。 

※6 親の離婚や病気など様々な事情から、家庭で生活することが困難な児童、又は虐待など環境上適切

な養護を必要とする児童が、家庭に代わり毎日の生活をおくる施設です。 

（仙台市健康福祉局 ワクチン接種推進室長 横野 幸一郎） 

 

特集 医師会各部会からの報告 

保険部より 

 仙台市医師会保険部は、会員の皆様に対し保険診療に関する知識の向上や情報の速やかな伝達に努め、円滑

に診療が行えるよう活動して来ました。しかし、昨年度は新型コロナウイルス感染の拡大で、保険部の活動も

制限を余儀なくされました。各診療科医会から推薦して頂いた委員で構成する医療保険検討委員会は例年講

演会や意見交換会を開催していましたが、中止となりました。今年度中には WEB開催も選択肢に含め、実施す

る予定です。 

また、医療機関に対する個別指導の立ち合いも保険部の仕事ですが、例年 40 件程度あったものが、昨年度

は 23 件と大幅に減少しました。さらに今年度は感染の収束が見通せない中、新型コロナワクチン接種の業務

も加わり、困難な状況が続きます。個別指導実施にあたっては、地域の感染状況や対象医療機関の状況等に十

分配慮するよう厚生局と調整し、対応したいと考えています。 

引き続き、診療報酬や新型コロナウイルス感染症関連の通知が示された場合は迅速に周知徹底をはかり、会

員の皆様からの問い合わせに関しても速やかに対応する所存です。どうぞよろしくお願いします。 

（保険部 大浦 敏博） 

学校保健部より 

① 令和 3年度児童生徒等の健康診断の実施について 

令和 2年度は緊急事態宣言の発令により、定期健康診断は年度末まで実施すればよいという状況であっ

たが、令和 3年度については例年通り 6月末日までに実施するよう通達があった。仙台市立学校につい

ては、児童生徒・教職員等のコロナ陽性の報告があるものの、市教委によると定期健康診断は概ね順調

に実施されており、6月末日前後で終了予定（6月 11日報告）。 

② 令和 2年度「仙台市立学校検診のまとめ」の発行の遅れ 

毎年各種学校検診のデータをまとめ、年度末に学校医等に配布しているが、 

2年度については、健診の遅れにより 6月末に配布予定。各種検診の中で東北大学と医師会による共同

モデル事業である 4年次・6年次運動器検診が、2年度に続き 3年度も中止となった。 

③ 県立学校内科系学校医の配置基準の変更 

生徒数 900人以上が 2名配置であったが、新型コロナウイルス感染防止対策による学校医の負担軽減を

図る措置として 601人以上が 2名配置となった。 

④ 学校保健委員会を中止（紙面開催）する学校が増加。 

コロナ禍による児童・生徒への健康面への影響が懸念されることより、WEB等による開催方法も検討す

べきである。                           （学校保健部 大瀧 正子） 

 

ワクチン担当チームより （担当 福壽岳雄） 

ワクチン接種事業について、仙台市では多くの高齢者の方が個別接種を受けられていることにより、64 歳

以下の市民に対して接種券発送の前倒しも可能となりました。発送時期の市民への周知や予約方法について

情報提供がマスコミ発表と前後することになってしまい申し訳ございません。しかし仙台市民希望者全体へ

の早期接種完了と感染症の終息のために、今後とも仙台市との協力が不可欠であり、今後とも皆様のご協力の

もとで事業を推進してまいりたいと思います。 

第 71号編集担当：松森保彦 

仙台市医師会へのご意見・ご質問等は FAX、メールでお願いいたします。 

 FAX：022-267-5193 メール：sen-ishi@sendai.miyagi.med.or.jp 
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