
他院接種者約１４万人

新型コロナワクチン『医療従事者接種・大阪モデル』について
◆ 府内医療従事者等への優先接種を3月上旬から開始予定。

◆ 接種希望者は31万人（令和3年2月10日現在）。接種は府内427の病院（自院のみ接種含む）において実施予定。

◆ 病院までのワクチン配送及び接種の予約について、ワクチン配送センターとＬＩＮＥ予約による『医療従事者接種・大阪

モデル』で実施（いずれも都道府県初） 。

フリップ①

医療従事者等の接種希望者と接種体制

ワクチン接種機関
病院 17万人 歯科

診療所
約4,300機関
3.5万人

薬局

約3,400機関
1.9万人

自治体
職員等

約130機関
1万人

病院・医科
診療所等

約7,200機関
8万人

• ファイザー社ワクチンの保存には超低温冷凍庫が
必要であるが、接種予定の400以上の病院に対し、
国から府へ配備されるのは32台

• 拠点となる病院に冷凍庫を配備し小分け配送する
手法は、拠点病院の負担が大きい

② ＬＩＮＥ予約システムの導入

• 自院スタッフを除く約14万人もの接種予約を効率
的に管理する仕組みが必要

① ワクチン配送センターの設置による一元管理
配送上の課題

接種予約上の課題
・接種日時・場所を簡単に検索・予約でき、
予約接種前日のリマインド機能や接種記録機能を
備えたシステム（予定）

・ワクチンの保管、受注、小分け、配送
の拠点を府内１か所に集約

自院スタッフ接種
236機関

自院＋他院スタッフ接種
191機関



新たな取組①：ワクチン配送センター フリップ②

◆ ワクチン配送センターを大阪市内に１カ所整備し、冷凍ワクチンの保管、受注、小分け、冷蔵配送まで一貫して対応。

◆ 医薬品物流の実績がある事業者へ業務委託し、３時間以内の迅速な配送を実現。

◆ 府内病院400カ所以上へワクチンを小分け配送することで、病院医療従事者の負担を軽減。

大阪府

超低温冷凍庫
３２台（予定）
集中配置

冷凍ワクチン
注射針等
受取・保管

各接種施設か
らのオーダー
とりまとめ

ワクチン、添付
文書、注射針、
シリンジ等
小分け

接種日
前日まで
に配送

配送センター機能

<ファイザーワクチン>
国内倉庫 予約数に応じた

ワクチンオーダー

連携型接種施設
〔病院 400カ所以上〕

<針・シリンジ>
国内倉庫

ワクチン分配量に応じて、
配送センターへ直送

冷蔵保管

ワクチン配送センター
〔物流会社倉庫〕

１ ３

超低温冷凍庫から
取り出して

5日以内で使用

１

受注保管 小分け 配送

病院へのワクチン供給量については、
国の供給量を踏まえて大阪府が管理

２

実線（ ）： ワクチン配送センター
点線（ ）： ワクチン配送センター以外

事業の実施候補者を選定済み、今週中に契約予定。



接種病院 医療従事者等

予約システム

大阪府

①契約

②予約コード等の発行②管理者権限の付与

③接種可能な日時・人数を入力 ④ＬＩＮＥを通じて希望病院・日時
を検索し、予約を確定

⑤予約人数の確認
（接種者の個人情報
は当日予診票で確認）

スマホ・ＬＩＮＥアプリ

⑤予約内容の確認・
接種日前日のリマインド

⑥接種完了の確認

接種病院スタッフ

新たな取組②：ＬＩＮＥを活用した予約システム

〇
〇
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◆ 3月上旬から、他院で接種する医療従事者14万人について、ＬＩＮＥアプリを活用した予約システムを導入。

◆ 医療従事者等の業務への影響を軽減（都合の良い日時・接種場所を検索して予約が可能）

◆ 接種病院の予約管理の負担を軽減（電話による予約受付等に比べ、事務負担が少ない）

フリップ③

※２月３週目に業者決定予定

（ＬＩＮＥ不可の場合、電話予約での対応も検討中）
本システムで予約管理を行う対象について、各病院において
「１回目接種のみ」か「１回目接種及び２回目接種」を
選択できる仕様とする予定。



高齢者施設等の従事者への検査の集中的実施計画について

◆ 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和３年２月２日変更）に基づき、感染多数地域における高齢者施設

等の従事者を対象とした検査の集中的実施計画を策定。

◆ 計画は、特定都道府県（２月８日以降も緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県）並びに特定都道府県の管内にある

保健所設置市が策定し、３月までを目途に検査を実施。

フリップ④

大阪府における集中的実施計画

〇対象地域
大阪府保健所管内の地域
（大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、

寝屋川市、吹田市を除く市町村）

〇対象施設及び対象者
次の入所施設の従事者（常勤、非常勤を問わず）
・高齢者入所施設
（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等）

・障がい者入所施設・救護施設
※グループホーム及び施設併設の通所サービスを含む

○集中的実施計画期間
令和３年２月下旬～３月31日

○実施頻度
２週間に１回の頻度で検査（同意の得られた施設に実施）

○検査方法
唾液によるPCR検査（行政検査）

・Web上の予約フォームを活用
・施設ごとに検体を提出（回収場所：府内３カ所）

○検査費用
対象施設及び対象者本人の検査費の負担なし

○留意事項
無症状者に対する集中定期的な検査であり、症状が
ある方は高齢者施設「スマホ検査センター」や
新型コロナ受診相談センター等で対応

施設数 従事者数（推計値）

高齢者入所施設 約１,１００施設 約３１,０００人

障がい者入所施設等 約３５０施設 約９,０００人

※政令市・中核市についても実施に向け調整（大阪市、寝屋川市は実施中）



高齢者施設等の従事者への集中的検査のフロー

◆ 集中的に多数の施設に対して行政検査を実施する必要があるため、Web上の予約フォームを活用して、同意の得られた

施設に対して、3月末まで原則、2週間ごとに定期検査を実施。

フリップ⑤

集中的検査フロー

○施設・従事者の同意
○検体提出日を選択

Webフォーム
で申し込み

検体採取容器
の配送・説明

○検査会社が検体採取
容器等を配送
○採取方法や検体提出
時の梱包方法等を説明

検体採取

梱包容器

○検体提出日に対象者
が唾液を採取

○対象者全員の検体を
適切に専用容器に梱包

結果連絡

検体提出

○指定の回収場所に施設
が検体を提出
※府内３カ所（予定）

○保健所（検査調整セン
ター）が施設へ結果連絡
※陽性の場合は本人にも連絡

検査の予約 検体採取・検体提出 結果連絡・次回予約

○結果連絡時に次回の検
体提出日を予約

※検体提出日の約２週間後

検査予約

２週間に１回検査

定期的に検査実施

○２週間に１回定期的に
検査を実施

○期間中、施設内で１人
でも陽性者が発生した
場合は、入所者等も含
めた幅広い検査を実施

定期検査終了



高齢者施設等への新規入所時の検査について

◆ 新規入所者について、入所時に、地域における新型コロナウイルス感染症の発生状況等を勘案して、医師が必要と認める

場合には、症状の有無に関わらず保険適用による検査を行うことができる（対象施設及び対象者本人の検査費の負担なし）。

◆ 施設の連携医療機関による検査実施を周知。連携医療機関での検査体制が整っていない場合でも、診療・検査医療機関

等を案内できるよう相談窓口を新たに設置。（２月１２日（金）から相談窓口の運用開始）

フリップ⑥

高齢者施設等への新規入所時の検査フロー

連携医療機関

②そのまま連携医療機関で
保険適用の検査を実施

相談窓口
③検査可能な
医療機関を案内

④案内された医療機関で
保険適用の検査を実施

①新規入所者の
検査の要否を相談

高齢者施設
障がい者施設

②連携医療機関等
から相談窓口へ相談

診療・検査医療機関等

連携医療機関で検査が出来る場合

○開設時間（土日・祝日含む）
９時～１８時

○電話番号
０６－７１６６－９９８８

連携医療機関

連携医療機関で検査が出来ない場合

（２月１２日以降）



新型コロナウイルス感染症にかかる保健所業務のシステム化

▶大阪市内在住で、大阪市保健所が管轄する一部の検査場で検査を受けた方

◆ 大阪府において新たに、検査結果を対象者自身がスマホ等で確認できるWebサービスを開始。（専用サイトの開設）
◆ 感染者の増加に伴い、急増する保健所検査業務の一部を効率化するため、特に感染者が集中している大阪市保健所から
システムの導入を開始。今後、順次、府内保健所への展開をめざす。

行政検査結果通知システム【近日中運用開始】

❑サービスの流れ

❑対象者

▶対象者自身がスマホ等でWeb上で検査結果を確認することが可能

❑サービス内容
時間・場所を気にすることなく、
検査結果の確認が可能！

①検査場で交付される
ＱＲコードを読み取り、
専用サイトへログイン。
メールアドレスを登録。

②保健所において
検査結果をシステムに登録。
結果登録した旨のメールを送信。
（陽性の場合は直接電話連絡）

③対象者はメールに
記載のＵＲＬを開き
検査結果を確認

④対象者が検査結果を
確認したか保健所で確認
（未開封者は電話等での
フォローが可能）

別途、行政検査予約システムについても、3月中の運用開始を目標に開発中。

フリップ⑦



◆ 厳しい経済情勢下において、緊急事態宣言の延長により営業時間短縮要請を行う中で、緊急事態宣言期間の

特例措置として、開店し事業継続をめざす店舗を、営業時間短縮協力金の対象事業者に新たに追加する。

大阪府営業時間短縮協力金 2月8日からの対応

※開店後、要請に協力し、時間短縮（休業）を行っていることが条件。

※要請への協力確認を行うため、要請期間終了後に営業実態の確認書類等

（家賃など事業継続に伴う支出が分る書面、 施設の内観写真等）を提出していただき、

厳正に審査。

※詳細については、後日発表。

◎営業時間短縮要請のすべての期間、営業時間短縮（休業）を

行っている事業者を対象

〔特例措置〕 緊急事態宣言期間中に、店舗を閉店した事業者

〔特例措置〕 ２月８日以降、緊急事態宣言期間最終日までに

店舗を開店した事業者

現
行
制
度

特
例
措
置
の
追
加

上記に加えて、以下の特例措置を追加

フリップ⑧


