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☆☆  新型コロナウイルス感染症ニュース 第 105 号 2022.2.7  ☆☆ 

 

 新型コロナウイルス感染症の第 6 波は依然拡大傾向を見せておりますが、一部にピークアウトが近いの

ではないかと期待させる予測もあり、何とかこの難局を乗り切りたいと思います。軽症者が多いとはいえ、

在宅療養者が非常に増える中、かかりつけ医の役割が非常に重要になります。 

 

安藤会長より会員の皆様へ 

（１）仙台市の追加接種ワクチンが武田/モデルナに偏り、しかも全体の供給量が不十分であることで個別

接種医療機関の先生方に大変なご迷惑をおかけしております。 

知事に直接連絡を取り、「モデルナワクチンは早期に追加供給可能」との返事をもらっています。フ

ァイザーに関しても仙台市の必要量を改めて県に説明し、県担当者から善処の約束を取り付けてい

ます。 

これまで仙台市から県に対して継続的に行われてきた説明や要求に何ら欠けている点はないよう

に思います。今後もわれわれの事情、要望が県に正しく伝わるように市とともに粘り強く交渉を続

け、必要量を獲得していきます。 

県から臨時のワクチン供給があった際には、アンケート調査をつどに行いますので、どうぞよろし

くお答えくださるようにお願いいたします。 

（２）第 6 波で自宅療養者が増加し、その数も高止まりしています。仙台市では自宅療養者のための夜間

電話相談窓口を設置し、市職員や看護師が相談業務にあたっています。医療的判断には医師が職員

から相談を受けるべきと判断し、仙医からオンコール当番医を出しています。また、日中は市職員

と訪問看護師による訪問体制が有効に機能しており、療養者増加にあわせてチームを増やして対応

しています。軽症者が多いこともあり、上記の体制で破綻なくカバーできている印象です。 

夜間相談窓口設置に伴い、自宅療養者の経過観察をされている医療機関におかれましても、夜間の

対応は相談窓口に任せていただけることになりました。自宅療養者にはすでに相談窓口の連絡先が

伝えられていますので、「夜間なにかあったときには仙台市自宅療養者夜間相談窓口へ連絡してく

ださい」とお伝えいただければ幸いです。                   

（安藤健二郎） 

ワクチンの供給について  

現在、個別接種医療機関への十分なワクチン移送ができない状態であり、現状と今後の見通しについて

お示しいたします。仙台市の接種券の発送スケジュールと、国から示されている宮城県へのワクチン移送

スケジュールを示します。宮城県から仙台市へのワクチン移送予定は明示されておりません。 

1. 接種券の送付スケジュール 

2回目接種月 
3回目用接種券 

送付時期 

3回目用接種券 

送付数 

3回目用接種券 

発送時の経過月数 

R3.3月 
11/26（済） 12,079件 

8.0～9.0月 

R3.4月 7.0～8.0月 

R3.5月 12/24（済） 18,655件 7.0～8.0月 

R3.6月 1/14（済） 104,361件 6.5～7.5月 

R3.7月 1/31（済） 186,102件 6.0～7.0月 

R3.8月 
2/14 約 78,000件 

6.0～6.5月 
2/28 約 88,000件 
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※R3.9 月以降に接種した方についても国のワクチン供給見通しを踏まえながら順次送付していく予

定になっております。 

2. 国からのワクチン供給見通し（※宮城県が要求すれば国から供給される数量） 

納入クール 
ファイザー モデルナ 

宮城県への配分 納入予定 宮城県への配分 納入予定 

第 1クール 66,690回分 11/15の週 319,950回分 1/24の週 

第 2クール 235,170回分 12/13の週 109,350回分 2/7の週 

第 3クール 181,350回分 2/14・2/20の週 120,450回分 2/21の週 

第 4クール 65,520回分 2/28の週 120,300回分 3/7の週 

第 5クール 142,740回分 3/14の週 111,450回分 3/14の週 

第 6クール － － 151,800回分 4/4の週 

合計 691,470回分  933,300回分  

 

これらの表を見ると、宮城県全体として、2 月末までに使用できると見込まれるワクチンの総量はファ

イザー約 48 万回分、モデルナ約 55 万回分、合計約 103万回分となります。2 月末までに仙台市で発送さ

れる接種券は、すでに発送した分も含め約 49 万件であり、人口配分で宮城県のワクチンの半数が配分さ

れれば足りる計算になります。一方、2 月 1 日時点で仙台市への内示された 2 月末までのワクチン供給総

数は約 31万回分であり、残り約 18 万回分は宮城県から仙台市民の分として大規模接種へ供給される分と

推察されます。国は、接種に必要なワクチンを都道府県に供給しており、現在、追加接種の加速的対応を

自治体に求めているため、仙台市も接種券の発行は予定通りに進めざるを得ない状況です。 

一方、本市の状況は、市民のニーズが高い個別接種では十分なワクチンがないためになかなか予約がと

れずに、逆に大規模接種では希望する人が少ないため予約状況に余裕があるという状況です。今のところ

接種対象者は高齢者が多いことが大きく影響していると思われ、今後大規模接種への希望も増えることが

予想されますが、早期の対応が必要です。市民の接種ニーズが個別接種に多いことに注視して、早期にワ

クチン配分の不均衡を是正する必要があり、安藤会長からも知事に直接働きかけをしていただきましたが、

仙台市を通じて引き続き県に対しては適切な対応を求めて参ります。 

現状、個別接種医療機関におかれましては、早期の接種を望まれる市民の方には大規模接種をお勧めす

るとともに、ワクチンの予約やシリンジ採取の際の工夫、有効活用で少しでも市民の方の期待に応えられ

る努力をお願いいたします。 

 

小児（5 歳から 11 歳）の新型コロナワクチンの接種に使用するファイザー社ワクチンの取扱い及び配分

について(R4.2.2) 

ワクチンの保管について以前の通知の一部変更とともに整理いたします。 

・ －90℃から－60℃の温度帯で保存した場合はワクチンの製造から９か月。 

・ ２℃から８℃の温度帯で 10 週間の保存。 

・ 室温（30℃を超えない）で解凍する場合には、 解凍開始から 24 時間以内（一度針を刺した後の時

間を含む）に使用。希釈後の液は２℃から 30℃で保存し、室温で解凍開始から 24 時間以内かつ希

釈後 12 時間以内に使用。 

小児用ファイザー社ワクチンの国からの配送は、基本的に 2 月 28 日の週からとなる予定が示されまし

たので、個別接種医療機関への移送はその 1 週間後程度が見込まれます。 
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小児用ワクチン接種について 

小児のワクチン接種の開始に先立ち、仙台市医師会では下記講演会を予定いたします。 

2 月 12 日(土) 15:00～ Web 開催 

5 歳以上 11 歳以下への新型コロナワクチン接種に関する講演会 

講師； 川崎医科大学小児科学 教授 中野貴司 先生 

対象； 仙台市医師会会員 

仙台市の小児接種対象者のうち、実際どのくらいの方が接種をご希望されるか予想困難ですが、現状の

小児科医院中心の接種体制では十分な対処ができないことが懸念されます。接種対応についてアンケート

も送られていることと思いますが、個別接種医療機関におかれましては小児への接種もご検討いただきた

くお願いいたします。 

 

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応等について（R4.2.3）（無症状感染者、

濃厚接触者の隔離期間について） 

厚生労働省より事務連絡の改正がなされました。自宅等の療養体制が整った自治体について、感染急拡

大が生じた場合には、無症状者も含む新型コロナウイルス感染症の検査陽性者の濃厚接触者で、当該検査

陽性者と生活を共にする家族や同居者は、 社会機能維持者であるか否かにかかわらず、当該検査陽性者

の発症日（無症状の場合は検体採取日）、または住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を 0 日目

として、７日間（8日目）で待機期間の解除が可能。 

特に社会機能維持者である濃厚接触者は 4、5 日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認す

るか、5 日目に PCR 検査又は抗原定量検査（他の民間検査機関等への委託している場合を除く）で陰性を

確認した場合も、待機期間を解除できる。 

ただし、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認等が必要。 

併せて、無症状患者の療養解除基準についても、検体採取日から７日間を経過した場合には療養解除を

可能とする。ただし濃厚接触者同様、10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等

が必要。 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18 条 に規定する就業制限の解除に関する

取扱いについて（R4.2.2） 

厚生労働省からの事務連絡です。 

・ 宿泊療養又は自宅療養の解除の基準（退院基準と同様）を満たした時点で、同時に就業制限の解除

の基準を満たすこと。 

・ 就業制限が解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明（宿泊・自宅療養の証

明又は PCR 等検査陰性証明等）を提出する必要はないこと。 

・ 濃厚接触者の待機期間が解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出す

る必要はないこと。 

 

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について（R4.2.1）（外来逼迫時の診断と薬

剤の投与について） 

外来逼迫時の新型コロナウイルス感染症の診断と薬剤投与について、事務連絡の改正です。 

・ 重症化リスクの低い方が発熱等の症状がある場合、医療機関の受診前に抗原定性検査キット等で自

ら検査してから受診することを呼びかける。この場合、医師の判断で受診時に再度の検査を行うこ

となく、提示された検査結果を用いて確定診断を行ってよい。ただし本人が希望する場合は検査前

でも医療機関への受診は可能であり、症状が重い場合や急変時等には速やかに医療機関を受診する
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よう呼びかける。 

・ 重症化リスクが高い方は、これまでどおり医療機関を受診。 

・ 電話診療・オンライン診療など遠隔診療を積極的に活用する。 

・ 濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断で

きる。ただし経口薬など治療薬の投与が必要となる場合等は検査が必要との記載があります。 

・ 検査を行わず臨床症状で診断した疑似症患者は、新型コロナウイルス感染症患者とみなして感染症

法に基づく自宅等での待機となり、その際の経費については、これまでの自宅療養者と同様の扱い

となる。 

・ 入院を要しない疑似症患者は、感染症法上の就業制限の対象にはならないが、自宅等での待機を求

める。 

 

新型コロナウイルス感染症に関する Web研修会「都市下水中新型コロナウイルス検出結果を用いた週間感

染者数予測」（R4.1.31） 

令和 4 年 1 月 31 日東北大学大学院工学研究科 土木工学専攻 環境水質工学研究室 教授 佐野大輔

先生に「都市下水中新型コロナウイルス検出結果を用いた週間感染者数予測」という表題でご講演頂きま

した。「測定結果から次週の感染者数を予測する」ということに取り組まれ、マスコミ等で全国放送された

こともあり、現在注目のご研究です。 

【 内 容 】 

他のウイルスでのやり方を応用する形で始められ、昨年 11 月より HP 上で「感染者数の予測」が始ま

っております。仙台市 100 万人のうち、約 70 万人は下水システムがあるところで生活されており、家庭

から約 3 時間で下水処理場に届くそうです。今までの結果を考察すると、「下水陽性率が高い」かつ「実際

の陽性者が少ない」ときは「潜在的な流行期」と考えられ、また両者とも少ないときは「非感染期」と考

えられるそうです。直近のウイルス検出数は減少しており、今後増加の割合は鈍化すると予測されており

ます。今後収束期を予想するのに有効ではないか、また新しい変異株の出現時に市中感染の流行を検知で

きないかと考え、研究を進めていかれるとのことです。向後、より良いものにするため、ぜひ現場で感染

症を診ている医師会員の先生方にアンケートさせて頂きたいとのこと、近いうちに会員の皆様にお願いし

ますのでよろしくお願いします。なお、当日の参加者は 85 名でした。 

その後２月５日までにいただいた質問は 2 件、いずれも「下痢等の症状の少ないオミクロン株を従前の

デルタ株等のデータを使い、分析することの妥当性は？」との趣旨でありました（佐野先生からのご回答

は 3 月号会報に掲載予定です）。 

                                      （文責 綿谷秀弥） 

ニュース部より （105号担当 福壽岳雄） 

 市民の方が最大限早くワクチンの接種を受けられるよう、医師会として今できることで最大限の協力を

したいと思います。ピークアウトを迎える予測が現実となることを切に願います。 

 

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 

mailto:sen-ishi@sendai.miyagi.med.or.jp

