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埼玉県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口
【接種後の副反応等に係る相談】

0570 - 033 - 226
平日・土日祝日　24 時間対応

主な新型コロナウイルスワクチンの国内動向
会社名 ファイザー（米）

ビオンテック（独）
モデルナ（米）/
武田薬品工業（株） アストラゼネカ（英） ジョンソン・エンド・ジョンソン（米）

ノババックス社（米）
/武田薬品工業（株）

ワクチン名 コミナティ筋注 COVID-19 ワクチン
モデルナ筋注 バキスゼブリア筋注 Ad26.COV2.5 NVX-CoV2373

種類 mRNAワクチン mRNAワクチン ウィルスベクター
ワクチン

ウィルスベクター
ワクチン

組換えタンパク質
ワクチン

有効率 94.6%
（2回目接種後7日以降）

94.1%
（2回目接種後14日以降）

64.1%
（1回目接種後）
70.4%
（2回目接種後14日以降）

72%（米国）
66%（ラテンアメリカ）

89.3%
（英国、２回接種後）
60%
(南ア、2回接種後)

接種回数 2回（21日間隔） 2回（28日間隔） 2回（28日間隔） 1回 2回

保管可能期間
2～8℃で5日間
-75±15°C（超低温冷凍）
（-60～-90℃）
で6ヶ月間

2～8℃で30日間
-20±5°C（低温冷凍要）
（-15～-25℃）
で６ヶ月間

2～ 8°C で６ヶ月間
（冷蔵要）

2～８℃で 3ヶ月
（冷蔵要）
-20℃で 2年間

2～８℃で 6ヶ月
（冷蔵要）

国内治験／
申請／
承認状況

国内承認済
（2021.2.14）

国内承認済
（2021.5.21）

国内承認済
（2021.5.21）

国内承認申請
（2021.5.24）

国内治験実施
（2020.2～）

最小数量 １箱195バイアル
（975回接種分）

1箱10バイアル
（100回接種分）

1箱10バイアル
（100回接種分）
１箱2バイアル
（20回接種分）
１箱1バイアル
（10回接種分）

未定 未定

バイアル開封
後の保管条件

接種前に生理食塩水で
希釈
その後、室温で6時間

希釈不要
2～25℃で6時間

希釈不要
室温で6時間、2～8℃
で48時間

未定 未定

1回接種の
投与量 0.3ml 0.5ml 未定 未定 未定

副反応

疼 痛　84.3%
疲 労　62.9%
頭 痛　55.1%
筋肉痛　37.9%
悪 寒　32.4%

疼 痛　92.0%
疲 労　70.0%
頭 痛　64.6%
筋肉痛　61.5%
関節痛　46.3%

注射部位圧痛　62.9%
注射部位疼痛　54.7%
疲労　51.6%
倦怠感　43.8%
発熱感　33.5％

調査中 調査中

重大な
副反応

ショック、アナフィラ
キシー

ショック、アナフィラ
キシー

ショック、アナフィラ
キシー、血栓症 血栓症 不明

※承認済みワクチンの副反応については、ワクチン添付文書より抜粋。

　国内のワクチン接種が始まりました。これからは、いかに皆様の元にワクチンを届けていくかが重要です。
　今号では、地元比企４町、県、そして国の各取組みについて、報告致します。
　また、ワクチン接種については日々改定があるため、第２版発行にあたり、最新のものに変更しております。

第２版
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滑川町

集団接種開始日 ６月９日（水）～ 接種可能
曜日・時間

水・木・日
9:30～ 11:30、13:30 ～ 15:30対　　象　　者 65 歳以上

接種会場送迎方法
「交通手段の確保が困
難な住民」にタクシー
利用補助券を交付

場　　所 滑川町総合体育館
(3レーン設置／1日接種上限回数300回)

予約スケジュール
4 月 26日（月）65歳以上の対象者にクーポン券を郵送。
5月 24日（月）滑川町コールセンター、インターネットにて予約開始。
１回目と2回目（1回目の21日後）を同時に予約。

接　種　期　間 １クール 21日間とし、２回接種のため、8月 15日（日）までに完了予定。

滑川町総合体育館にて
予約日時に受付・接種

①町による集団接種（ファイザー製ワクチン）

②医療機関による個別接種
個別接種期間 5 月 31日（月）～

令和 4年 2月 28日（月）まで 接種可能曜日・時間 月・火・水・木・金
14：00～ 16：00

対　象　者 65 歳以上 場　　　所 昭友会　埼玉森林病院
(1日接種上限回数 60回 )

接種までのスケジュール

滑川町コールセンターにて予約
【相談・予約・接種済情報の管理】

相談　4月 10日（土）より
予約　5月 24日（月）より

（5回線平日9:00～ 16:30）
インターネットにて予約

https://taskcore.tkc.jp/cu/113417/r1/
residents/procedures/procedure/1/0

0493 - 81 - 3135

１．ワクチン接種計画

対　象　者 滑川町 想定接種者数 嵐山町 想定接種者数 小川町 想定接種者数 ときがわ町 想定接種者数

【1】医療従事者等 600 600(100%) 532 532(100%) 872 872(100%) 327 327(100%)
【2】高齢者（65歳以上） 4,600 4,700(100%) 5,948 4,461(75%) 12,076 9,661(80%) 4,461 3,122(70%)
【3】基礎疾患を有する者 1,230 1,230(100%) 1,118 1,118(100%) 1,831 1,465(80%) 687 480(70%)
【4】高齢者施設等従事者 250 250(100%) 132 132(100%) 436 436(100%) 　
【5】上記以外の者 12,720 12,720(100%) 10,017 8,013(80%) 13,854 11,083(80%) 5,399 3,779(70%)
　内、16歳未満の者 (3,300) 3,300(100%) (1,794) (2,489) 　(966)

合　　計 19,400 19,500 17,747 14,256 29,069 23,517 10,874 7,708

ワクチン接種対象者数

① 市町村による集団接種 ④ 在宅の要介護者への個別接種
② 医療機関による個別接種 ⑤ 埼玉県による集団接種
③ 高齢者施設による個別接種 ⑥ 国による集団接種

65 歳以上の方の接種計画

いずれか
１つを選択

(令和３年度中に65歳に達する、昭和32年４月１日以前に生まれた方) （人）
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③高齢者施設による個別接種
施 設 名 種 別

【1】森林園　　　　　　　　　　　 特別養護老人ホーム
【2】いづみケアセンター　　　　　　　 介護老人保健施設
【3】ベストライフ東松山　　　　　　　有料老人ホーム
【4】ふれあい大笑庵グループホーム 認知症対応グループホーム

④在宅の要介護者への訪問接種　　　あり（予定）

住民に対する情報提供
・「広報なめがわ」（5月号、6月号）
・ホームページ　https://www.town.namegawa.saitama.jp/juuyou_osirase/2617.html

嵐山町

集団接種開始日 ６月2日（水）～ 接種可能
曜日・時間

水・日
9:00～ 11:30、13:30 ～ 16:00

対　象　者 65 歳以上 場　　所
・嵐山町ふれあい交流センター
・嵐山町北部交流センター　
のいずれか。
(各2レーン設置／1日接種上限回数240回)

予約のスケジュール
4 月 23日（金）65歳以上の対象者にクーポン券を郵送。
5月 18日（火）嵐山町コールセンター、インターネットにて予約開始。
１回目と2回目（1回目の21日後）を同時に予約。

接　種　期　間 １クール 21日間とし、２回接種のため、7月 11日（日）までに完了予定。

①町による集団接種（ファイザー製ワクチン）

接種までのスケジュール

いずれかの会場にて
予約日時に受付・接種

嵐山町北部交流センター

嵐山町ふれあい交流センター

嵐山町コールセンターにて予約
【相談・予約・接種済情報管理】

相談　４月 19日（月）より
予約　５月 18日（火）より

（5回線　平日9:00～ 17:00）

インターネットにて予約
https://taskcore.tkc.jp/cu/113425/r1/residents/
procedures/apply/f152a7c8-6514-4f71-9dd4-
123a0fa4ad97/input?po=1

[1] 070 - 4804 - 5285
[2] 070 - 4804 - 5286
[3] 070 - 4804 - 5287
[4] 070 - 4494 - 3681
[5] 070 - 4494 - 3682
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②医療機関による個別接種

③高齢者施設による個別接種

④在宅の要介護者への訪問接種　　　あり（予定）

・「広報嵐山」（4月号・5月号・6月号）
・ホームページ　https://www.town.ranzan.saitama.jp/0000005591.html

①町による集団接種（ファイザー製ワクチン）
対象者 接種開始日 予約開始日 接種券発送日

【1】90歳以上 6月 12日（水） 5月 18日（火） 5月 07日（金）
【2】85歳～ 89歳 6月 12日（水） 5月 18日（火） 5月 11日（火）
【3】80歳～ 84歳 6月 19日（水） 5月 25日（火） 5月 18日（火）
【4】75歳～ 79歳 6月 16日（水） 6月 11日（火） 5月 25日（火）
【5】70歳～ 74歳 6月 23日（水） 6月 18日（火） 6月 01日（火）
【6】65歳～ 69歳 6月 30日（水） 6月 15日（火） 6月 08日（火）

医療機関名 接種可能曜日 接種可能時間 １日接種
上限回数

場　　所

【1】渡辺産婦人科 月・火・水・金・土 12:30 ～ 14:30 48 回

【2】大谷クリニック 月・火・水・木・金 10:00 ～ 11:00 24 回月・水・木・金 15:00 ～ 17:00
【3】清水小児科
　　  アレルギークリニック

月・火・水・金 15:00 ～ 16:00 18 回土 15:00 ～ 17:00

【4】野﨑クリニック 要相談 54回

【5】武蔵嵐山病院 水・木・土 13:30 ～ 16:30 60 回

【6】埼玉成恵会病院 金 15:00 ～ 16:00 60 回

【7】埼玉森林病院 火 13:30 ～ 15:30 30 回

施　設　名 種　　　別
【1】武蔵野ユートピアダイアナクラブ 特別養護老人ホーム
【2】らんざん苑 特別養護老人ホーム
【3】ふるさとホーム嵐山 有料老人ホーム
【4】プチモンド 有料老人ホーム
【5】プチモンド都 有料老人ホーム
【6】サポートホームたんぽぽ 有料老人ホーム
【7】家族の家ひまわり嵐山 サービス付高齢者住宅
【8】らんざん苑グループホーム 認知症対応グループホーム

住民に対する情報提供

個別接種期間 6 月 1日（火）～ 対　象　者 65 歳以上

小川町
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接種会場送迎方法
毎週月曜日　リリックおがわ駐車場
からパトリアおがわまで
小川町行政バスを運行
【2往復 (1)12：30発 (2)14：10発】

場　　所
小川町総合福祉センター
パトリアおがわ
(3 レーン設置／
1日接種上限回数 480回 )

接種可能
曜日・時間

午前の部：   8:45 ～ 11:00       日、水、木
昼 の 部：12:45 ～ 14:00       月、火、金
午後の部： 13:15 ～ 15:30       日、水、木

予約のスケジュール
年齢別接種券を受け取り次第、小川町コールセンター、またはインターネット
にて順次予約開始。
１回目と2回目（1回目の21日後）を同時に予約。

接　種　期　間 1 クール 21日間とし、2回接種の為、8月 31日 ( 火 ) までに完了予定。

接種までのスケジュール

小川町コールセンターにて予約
【相談・予約・接種済情報管理】

相談　3月 22日（月）より
予約　５月 18日（火）より

（5回線　平日9:00～ 17:00）

インターネットにて予約
https://www.covid19-vaccine.
mrso.jp/113433/VisitNumbers/
visitnoAuth/

小川町総合福祉センター「パトリアおがわ」
にて予約日時に受付・接種

0493-81-5677

②医療機関による個別接種

医療機関名 接種開始日 予約開始日

場　　所

【 1 】宏仁会小川病院 6月 4日（金） 5月 27日（木）
【 2 】瀬川病院 6月 1日（火） 5月 18日（火）
【 3 】大野クリニック 5月 31日（月） 5月 23日（日）
【 4 】飯塚整形外科 6月 21日（月） 5月 18日（火）
【 5 】いわほりクリニック 6月 14日（月） 6月 1日（火）
【 6 】内田医院 6月 14日（月） 6月 7日（月）
【 7 】木下医院 6月 15日（火） 5月 18日（火）
【 8 】真田医院 6月 16日（水） 6月 1日（火）
【 9 】鈴木医院 調整中 調整中
【10】中村産婦人科 6月 14日（月） 6月 1日（火）
【11】野崎医院 6月 14日（月） 6月 7日（月）
【12】パークヒルクリニック 6月 14日（月） 5月 19日（水）
【13】原医院 6月 21日（月） 5月 18日（火）
【14】みやざきクリニック 6月 14日（月） 5月 18日（火）

個別接種期間 6 月 1日（火）～ 対　象　者 65 歳以上
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③高齢者施設による個別接種

施　設　名 種　　別 施　設　名　　 種　　別

【1】小川ひなた荘　　　　　　　　　　　　　　　　　    特別養護老人ホーム 【8】   和紙の里☆桜の森 サービス付高齢者住宅

【2】さくらぎ苑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特別養護老人ホーム 【9】   ライフタウン愛里 認知症対応グループホーム

【3】ケアハウスベルエア　　　　　　　　　　 軽費老人ホーム 【10】グループホーム明日葉 認知症対応グループホーム

【4】あんしんホーム小川　　　　有料老人ホーム 【11】グループホーム
         彩香らんど「田舎の家」認知症対応グループホーム

【5】イリーゼ埼玉小川町　　　　　　　　　　　　 有料老人ホーム 【12】グリープこしごえ 認知症対応グループホーム

【6】ふるさとホーム小川
　   大塚 有料老人ホーム 【13】グループホーム

　      田舎の家 認知症対応グループホーム

【7】地域生活サポート　
　   ホームなでしこ 　　　　　 有料老人ホーム 【14】グループホームやわた 認知症対応グループホーム

④在宅の要介護者への訪問接種　　　未定

・小川町広報紙（紙名：「新型コロナウイルス感染症情報」
　　　　　　　　　　　「小川町新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ」（5月 17日発行）
・ホームページ　https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000004211.html
・おがわ情報メール　ogawa-mail@town.saitama-ogawa.lg.jp
・小川町公式 Twitter（アカウント名：小川町、ユーザー名：@Ogawa_town）

住民に対する情報提供

①町による集団接種（ファイザー製ワクチン）

集団接種開始日 ６月 11日（金）～ 接種可能
曜日・時間

火・金：13:15 ～ 14:30
　土　：13:15 ～ 16:00

対　　象　　者 65 歳以上 場　　所 ときがわ町保健センター
(3レーン設置／1日接種上限回数144回 )

予約のスケジュール
5 月   6 日（木）　65歳以上の対象者にクーポン券を郵送。
5月 25日（火）ときがわ町コールセンターにて予約開始。
１回目と2回目（1回目の21日後）を同時に予約。

接　種　期　間 １クール 21日間とし、２回接種のため、7月 20日（火）までに完了予定。

接種までのスケジュール

ときがわ町コールセンターにて予約
【相談・予約・接種済情報管理】

相談　5月 12日（水）より
予約　５月 25日（火）より
5回線　平日　9:00～ 12:00
         　　    13:00 ～ 16:00

ときがわ町保健センターにて
予約日時に受付・接種

0493-81-6551

ときがわ町
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②医療機関による個別接種

医療機関名 接種可能曜日・時間帯 1日接種上限回数

【1】たまがわクリニック　　　　　　　　　　月（午前 /午後）・火（午前）・水（午前 /午後）
木（午前）・金（午前 /午後）・土（午前 /午後）　 72回

【2】祓川医院　　　　　　　　　月・火・水・金（午前 /午後）・土（午前） 18回

【3】木乃里クリニック　　　　　月・火・水・金（午前 /午後）・土（午前） 36回

【4】こだま医院　　　　　　　　月・火・水・金・土（午前） 6回

【5】麻見江ホスピタル　　　　　火（午前）・金（午前 /午後） 80回

③高齢者施設による個別接種

施　設　名 種　　別 施　設　名　　 種　　別
【1】雰囲気は我が家と同じ
       よし乃郷 特別養護老人ホーム 【5】昭和の里ときがわ別所 有料老人ホーム

【2】美しい自然と暮らす
       馬場館 特別養護老人ホーム 【6】よしの佐久良都幾川 認知症対応グループホーム

【3】高齢者グループリビング
       さくら・さくら 有料老人ホーム 【7】やまゆり 認知症対応グループホーム

【4】ふるさとホームときがわ 有料老人ホーム 【8】グループホーム
       さくら・さくら 認知症対応グループホーム　　　　　　　

④在宅の要介護者への訪問接種　　　検討中

住民に対する情報提供
・ときがわ町広報紙　（紙名：「広報ときがわ」（4月号）
・ホームページ　https://www.town.tokigawa.lg.jp/info/2264

「埼玉県高齢者ワクチン接種センター」
埼玉県内高齢者数 約 194万人 想定接種者数 21,000人

対　象　者 65 歳以上
集団接種期間 6月 1日（火）～7月 31日 ( 土 )
接種可能
時間・曜日

平日・土日祝日
9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00

場　　　所 （埼玉県浦和合同庁舎 5階　　さいたま市浦和区北浦和 5－ 6－ 5）
6レーン設置／１日接種上限回数　700回

接種会場送迎方法 JR 北浦和駅より接種会場までシャトルバス運行（15分毎）
駐車場60台程度

予約のスケジュール
各市町村からの接種券を受領後、
5月 25日（火）もしくは　6月 9日（水）　に予約開始。
１回目と2回目（1回目の28日後）を同時に予約。

接 種 期 間 1クール28日間とし、2回接種の為、61日間で完了予定。
平日、土日祝日も実施。

埼玉県による集団接種（モデルナ製ワクチン）
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接種までのスケジュール

埼玉県高齢者ワクチン接種センター
相　談　窓　口

相談　5月 19日（水）より
平日・土日祝日　9:00～ 17:00

5月100回線、6月20回線、7月20回線

0570 - 071 - 077

インターネットにて予約

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/
covid-19/koreisha_center.html

【予約開始日時　5月 25日（火）13:00 ～】
→ 6 月 1日 ( 火 ) ～ 6月 15日 ( 火 ) 接種分
【予約開始日時　6月 9日（水）　13:00 ～】
 → 6 月 16日 ( 水 ) ～ 6月 30日 ( 水 ) 接種分 浦和合同庁舎にて

予約日時に受付・接種
※予約はインターネットからのみ

自衛隊 東京大規模接種センター（東京センター）
対　象　者 東京都、埼玉県、千葉県、

神奈川県在住の 65歳以上
埼玉県民

集団接種可能期間 6月 7日（月）～8月 23日（月）

コールセンター 0570 - 056 - 730平日、土日祝日 7:00 ～ 21:00 受付時間 8:00 ～ 20:00
（受付から接種までおよそ30分）

場　　所

大手町合同庁舎 3号館
東京都千代田区大手町1 - 3  - 3
最寄駅：東京メトロ竹橋駅 徒歩2分
　　　　（最寄出口２番、４番）
　　　　東京メトロ大手町駅 徒歩3分
　　　　（最寄出口C2a番、C2b番）

埼玉県民の
予約スケジュール

5 月 28日 ( 金 )11:00 ～
6月 6日（日）
2回目の接種日時については
1回目接種日にセンターで予約。
（1回目の 28日後）

接種会場
送迎方法

期間 5月 24日 ( 月 ) ～ 8 月 23日（月）（土日祝日も運行）
時間：7:45 ～ 19:55 まで（概ね５～６分毎に運行）
発着場所：東京駅丸の内南口・はとバス乗り場
所要時間：片道約 10分

インターネットにて予約

https://www.mod.go.jp/j/approach/
defense/saigai/2020/covid/center.html

LINE にて予約
　https://lin.ee/ZQsE5Ge

接種までのスケジュール 送迎バス発車場所

国による集団接種（１都３県）（モデルナ製ワクチン）

東京駅「丸の内南口」改札を出て左手
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２．福祉保健医療委員会質疑応答（埼玉県議会5月臨時会　令和３年５月11日）
●新型コロナウイルスワクチン接種体制の強化　【保健医療部】
・市町村集団接種会場における医療従事者確保ための助成　6億 4,400万円
助成対象：診療時間外・休日に集団接種会場に医師や看護師等（歯科医師、薬剤師、准看護師）
を派遣（７月３１日まで）した医療機関に対し、財政支援を行った市町村
上 限 額：１人１時間あたり、医師7,500円、看護師等2,760円

●「埼玉県高齢者ワクチン接種センター」の設置・運営　　4億 6,800万円
　会    場  ：埼玉県浦和合同庁舎（さいたま市浦和区北浦和5－ 6－ 5）
　運営期間：令和3年 6月 1日（火）～7月 31日（土）（土日祝日を含む61日間）

【小久保】
　現在日本のワクチン接種率は、世界で 129位、OECD加盟国だと 37位と厳しい現状。今回の
議案が国のワクチン接種体制強化の中で、県として高齢者へのワクチン接種を終えるべく、「市町
村の接種会場への支援」、また、「県の接種会場の設置」についての考え方は理解できる。
　まず、ワクチン接種を行う医療従事者の方へのワクチンの接種率を１回目、２回目と教えてい
ただきたい。
　また、先日私の地元小川町で集団接種訓練を視察したが、現場を担当する看護師の方が、「自分
自身がワクチン接種を行っていない状態で、会場でワクチン接種に関わることに不安があるとの
話があった。今回、市町村の集団接種会場に派遣される医師、また、看護師等については、「ワク
チン接種の有無は問わない」とのことである。本来派遣される方からすると不安があるのは当然
である。県が迅速に医療従事者への接種を進めると同時に、市町村に対して、会場派遣に際して
はもっと、「接種済みの者のみ」といったように求めていくべきと考えるが、どうか。

【保健医療部】
　接種率については、5月 11日の 8時 30分時点のデータ。V-SYSというシステムに登録され
ている。医療従事者で１回以上の接種が完了した方は、
県内 24万 667人の内、15万 3,566人で、63.8％と
なっている。２回目の接種まで終わっている方は、5万
7,316人で、23.8％となっている。
　県としても、接種者が、優先的に接種することが必
要であり、市町村に対して、高齢者の集団接種用から、
医療従事者に打って頂き、接種の従事者として備えて頂
くことをお願いしている。
　また、医療従事者の接種が進まなければ、高齢者の接
種のスピードが遅くなる。当初の予定よりワクチン供給
が遅れたこともあり、現在、医療従事者と高齢者の接種
が、重なる形になっているので、各郡市医師会を通じて、
スピードアップし、医療従事者の接種を終えて頂くよう
にお願いしている。
　今回、埼玉県高齢者ワクチン接種センターへは、接種
を終えている方を基本として、県立病院からの派遣をお
願いしている。
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【小久保】
　今回、集団接種会場は、浦和合同庁舎を使うとのことだが、浦和合同庁舎は、京浜東北線の
北浦和駅が最寄りで、「利用者には公共交通機関を使って欲しい」とのことである。しかしながら、
65歳以上の高齢者の方々がこうした交通機関を使うことについて、県南地域以外の方にとって、
決してアクセスが良いとは思えない。
　以前、大野知事は、「１都３県の合同接種会場である大手町（自衛隊東京大規模接種センター）
への移動が、埼玉県民にとって現実的ではない」と話しているが、ならば、県北、県西地域の住民
の方々にとって、この北浦和への移動というのは、逆に現実的ではないと考える。今回は、対象者
を県南地域の住民の方に設定した政策なのか。

【保健医療部】
　現実として、確実にドクターの確保ができる、１か所の会場を選定した。その際、「どこに会場
を設置すべきか」との議論の中で、どこからも一番使いやすいだろうという、さいたま市内に会場
を設置することにした。一方で、県南部だけに限った施策ではなく、市町村の集団接種の補完的役
割ということもあり、７月末までに終わらない市町村の方にも是非来て頂けるように、駐車場もあ
るが、公共施設として、駅から近くて、来やすいことも念頭に会場選定を行った。

【小久保】
　基本的に公共交通機関はバス、電車であり、65歳以上の方が、我々の地元だと１時間半～２時
間かけて行くのである。今後の利便性を考え、他にワクチン接種会場の設置を検討して欲しい。
　また、接種の周知について、どのように行うのか。

【保健医療部】
　まず、速やかに市町村に通知したい。また県民への広報は、詳細が決まっている部分が少なく、
決まり次第、広く目に触れる方法を考えて案内したい。一つとして、新聞紙面の買取りなど、大勢
の目に触れやすいものを、例えば予約システムが立ち上がる時期などに、どういった方法でやると
いったことも、案内できるように考えている。その他、地元のクリニック等でチラシを置いて頂い
たり、市町村の公共施設等を通じて、チラシやポスター等の掲示を含めて、幅広く目に触れる形で
行いたい。

【小久保】
　「検討している」とのことだが、すでに報道もあり、市町村の所へ行くのか、県の方に行くのか、
混乱されている県民もいると思う。県の相談窓口、コールセンター等の設置について、検討するのか。

【保健医療部】
　コールセンターについては、業者を選定して、設置したい。様々な問合せがあると思うので、コー
ルセンターを設置し、広く周知をしていきたい。

【小久保】
　今回の議案に書いてないが、県で設置するのは、委託費で1.8 億円を使って、5月が 100回線、
6月、7月がそれぞれ20回線作るということだが、1.8 億円使うので、これは議案に書くべきと
考えるが、何故書いていないのか。
更に、6月、7月が各 20回線とのことだが、6月 1日からスタートする制度であるのに何故、
１００回線から２０回線に下げてしまうのか。
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【保健医療部】
　コールセンターの内訳等について、議案の説明書等に記載がなかったのは、十分表記ができなかっ
たということで申し訳ない。今回のコールセンターは、県民の予約は、電子システムだけを使いた
いと考えており、県の運営委託の業務の一環として考えていたもので、記載がなかったということ
である。誠に申し訳なかった。
　回線数を減らすことだが、当初考えていたのは、6月 1日から予約接種の場合、少なくともそ
の 1週間位前には予約の電子システムを開けなければならないと考えている。
電子システムが開けると、例えば、どういう人が申し込めるのか、予約できるのかという条件を案
内した段階で、どこからやったらいいのか、そうした問合せが増えるだろうということで、５月中
に多くの回線数を設置している。
　一方で、各市町村の予約の状況等を見ると、早期に一定程度の枠は埋まってしまうと考え、予約
がもう完了しているとのことであれば、予約がもう一杯であるとの案内を別途行い、その後は予約
された方の接種までの間の問合せが中心になると考え、積算上、5月中は 100回線、それ以降は
20回線に設定した。今後、問合せの状況等によって、回線数については業者とも柔軟に対応でき
るよう検討したい。

【小久保】
現在の市町村の各電話予約センターのような混乱がないように、より分かりやすい周知、また方法
等を検討して頂くことをお願いする。

　処方箋医薬品と医薬品を主軸に置く、国内大手トップ5の製薬会社。
特に、抗インフルエンザ治療薬「ゾフルーザ」や「ラピアクタ」は
本県でも備蓄薬として深く関わる。
　また、注意多動性症候群（ADHD）治療薬「インチュニブ」（一般薬）
や「ビバンセ」（規制薬）等も開発。
これまで、感染症研究に力を注ぎ、新型コロナウイルス感染症への
取組として、現在、国産の遺伝子組換えタンパク質ワクチン開発を
進めており、2020年 12月より 1/2 臨床試験を開始、2021年末
には 3,000 万人分の生産体制を構築する目標を掲げている。

３．先進事例視察
塩野義製薬株式会社本社（大阪市中央区）視察　（2021年 4月 5日）
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　今年 240周年を迎えるグローバルな研究開発型のバイク医薬品
リーディングカンパニー。
　現在、国内医薬品企業の売上高で首位を走り、がん、希少遺伝
子疾患及び血液疾患、神経精神疾患、消化器系疾患等に重点を置く。
特に、現在の新型コロナウイルスのワクチン開発について、2021
年 1月 21日よりｍＲＮＡワクチンである、モデルナ製ワクチンの
国内治験が進められ、5月 21日に国内承認を取得した。また、同
年 2月 24日より国内工場で生産予定の組み替えタンパク質ワク
チンである、ノババックス製ワクチンの国内治験も開始しており、
今後、治験が加速し、早期に承認申請・取得され、安定供給され
るようが望まれる。

武田薬品工業株式会社（東京都中央区）視察 　（2021年 4月 16日）

■小久保憲一事務所
住所 〒 355-0328

埼玉県比企郡小川町大塚 21‒1

TEL ０４９３-８１-４８９６

FAX ０４８-６１１-７７１１

開所時間 9:00 ～ 17:00［土日祝休］

■昭和49年 小川町生まれ、小川町在住
■平成10年 早稲田大学 教育学部国語国文学科卒業 
　大学卒業後は衆議院議員秘書として、13年間勤務 
■平成31年4月 埼玉県議会議員三期目当選 
■令和2年度  埼玉県議会第 127代副議長
■令和3年度  福祉保健医療委員
                          少子・高齢福祉社会対策特別委員
■埼玉県議会自由民主党議員団所属
■自由民主党埼玉県支部連合会　青年部長

 ■小久保憲一プロフィール

小川町 嵐山町

滑川町

ときがわ町

■ 埼玉県  西第13区

　ワクチン接種で使われる、「注射器（シリンジ）」について。
現在、町の接種に使われる注射器（シリンジ）は、ファイザーワクチンの場合、
1バイアル（瓶）の原液0.45㎖に 4倍の生理食塩水1.8㎖で希釈（薄めて）して、吸入します。
　→　0.45㎖＋ 1.8㎖＝ 2.25㎖
　そこから、各患者への接種量は 0.3㎖です。2.25㎖ ÷0.3㎖＝ 7.5 回分、つまり、1バイアルで
は、7回分接種できるはずです。
　しかし実は、注射器はその性能によって、ワクチン液のロス（無駄）が発生してしまいます。
最新の注射器（ローデットスペース注射器）では、
6回分、従来型の注射器では、5回分の接種になります。
　無駄にしたくないですね。

コラム


