
（6月 17日付疾病管理庁報道資料（仮訳）） 

コロナ 19 予防接種第３四半期（７～９月）施行計画 

（6 月 17 日、コロナ 19 予防接種対応推進団発表） 

（前略） 

IV. 第３四半期（７～９月）接種計画の詳細内容 * ワクチンの受給状況により変更あ

り 

１  50 代等の優先接種対象者 （７～８月） 

□ ６月の接種計画中の未接種者 （暫定 17万人、７月５日の週～）

接種対象 規模 事前予約 接種 機関 

▪６月の 60-74 歳等の

予約者のうち未接種者 

10万人 

（暫定） 
- - - 

▪６月の社会必須人材（30歳未満） 

等の予約者のうち未接種者 

７万人 

（暫定） 

６月 28日０時  

～６月 30日 18時 

７月５日  

～７月 17日 

予防接種

センター 

〇（６月の 60～74歳等の未接種者（※））事前予約の急増により接種計画が調整さ

れた対象者は７月初めまで最優先接種  

 ※ 高齢層（60～74歳）、慢性重症呼吸器疾患者等 

〇（６月の社会必須人材等の未接種者（※））社会必須人材（30歳未満） 等の６月フ

ァイザーワクチン接種に含まれていない対象者は７月初めに優先接種  

※ アストラゼネカ（以下、AZ）ワクチン接種対象であったが、AZ ワクチン接種

年齢の制限（４月 12日）に伴い、ファイザーワクチンで接種計画が調整された対

象のうち、予約の早期締め切り等で接種を受けられていない者 

□ 教育・保育従事者、大学入試受験生 （暫定 190万人、７月 19日の週～）

接種対象 規模 事前予約 接種 機関 

▪高校３年生及び高校教職員 64万人 - 
７月 19日の

週 

予防接種セン

ター 



▪保育園·幼稚園、小・中・高校 

の教職員及びケア人材 
110万人 ７月 12日の週 ７月中 

委託医療機関 

▪その他大学入試受験生 16万人 ８月初め ８月中 

〇（高校３年生及び高校教職員）管轄の教育庁-予防接種センター間で事前に日程を調

整し、同意者に対して学校別に予防接種センターで接種 

〇（教育・保育従事者） オンライン事前予約後、７月中に接種  

※地域児童センター（9.6千人） 及び共にケアセンター（1.5千人）等の従事者含

む 

〇（その他大学入試受験生）７月中に対象者リストの確保·登録（教育部協力）後にオ

ンライン事前予約により８月中に接種  

  

□ 50代壮年層 （857.0万人, ７月 26日の週～） 

接種対象 規模 事前予約 接種 機関 

▪55-59 歳  407.9万人 ７月 12日の週 ７月 26日の週 予防接種センター 

委託医療機関  ▪50-54 歳  449.1万人 ７月 19日の週 ８月初め 

○コロナ 19に対する年齢別び重症率（※）等の危険性を考慮し、50代は優先接種の

対象に含めて７～８月中に接種を実施  

 ※70代 27.7%、60代 39.6%、50代 13.2%、40代 5.7%、30代 3.8%、20代 0.0% 

〇ワクチン導入量及び時期を考慮して、１～２週間隔で事前予約を実施し、55～59歳

から順次予約機会を提供（60～74歳の事前予約方式と同一）  

 ※ ワクチンの種類はワクチン別供給日程確定後、７月に詳細推進計画として発表 

 

２   40代以下（18～49歳）（８月～） 

〇（主な内容） コロナ 19に対する重症率（※）が高くない 40代以下は、接種を希

望する人から事前予約の順に従って接種を実施 

※（年齢別の重症率、６月 16日基準） 80歳以上 10.1%、70代 27.7%、60代

39.6%、50代 13.2%、40代 5.7%、30代 3.8%、20代 0.0% 

〇（接種対象）18～49歳全体（事前予約対象） 

〇（施行時期） 優先接種者（50代等）の接種が完了する８月から施行 

〇（施行方法） ワクチンの導入量及び時期等を考慮し、１・２週間隔で事前予約を実

施、本人の選択により接種の実施時期・機関決定後に接種 

 



接種３週間前 

▶ 

接種２～３週間前 

▶ 

接種１週

間前 

▶ 

接種週

間 

・ワクチン導入量及

び時期の確定 

・利用量の確定 

・事前予約お知らせ

（予約・接種日程、

接種ワクチン等） 

・事前予約実施 

- 対象：18-49歳 

- 期間：1週間前後 

※早期締め切りの可能

性あり 

- 方法：オンライン、

コールセンター 

・ワクチ

ン配送 
・接種 

 

 

  

３   接種死角地帯の解消案（７月～） 

〇（推進背景） 身体的・経済的・社会的な制約（※）で、接種参加に特別な配慮が必

要な対象群に対するオーダーメイド型対策を準備 

※ 主な理由：障害・体の不自由等による接種機関への来院の困難、オンラインアク

セスによる事前予約の困難等 

〇（接種対象）体の不自由な在宅高齢者、重度障害者、発達障害者、ホームレス等 

〇（施行方法）①移動・活動支援、②予防接種センター特定対象群の接種運営、③医

療機関の自主接種、④訪問接種等の対象者の特性による計画樹立 

〇（今後の計画） 対象群別のオーダーメイド型接種対策を別途樹立・施行 

  

４   自治体の自律接種（７月末～） 

〇（推進背景） 自治体別の特性（人口構成、産業構造、主要行事等）及び防疫状況

（集団感染発生等）を考慮し、地域別の自主計画に従って接種 

〇（接種対象）自治体の自律接種の指針（※）を参考に、市道別の割り当て物量の範

囲内で自治体の自主計画によって対象選定 

※防疫状況（集団発生地域及び職群）、ハイリスク群（感染脆弱施設、慢性疾患者

等）、社会必須人材、必須業務従事者、必須活動目的の出国者など 

〇（接種機関）保健所または予防接種センター 

〇（施行時期） ７月末以降 （ワクチン導入状況により変動可能性あり） 



疾病管理庁 

▶ 

市・道 

▶ 

市郡区 

▶ 

行政安全部

/疾病管理

庁 

·自律接種指針 

（対象範囲）

提示 

·ワクチン配分 

自治体の自律接種の計画

樹立及びワクチン割り当

て 

接種 

施行 

結果確認 

                                          ▲                                       

行政安全部 疾病管理庁 

自治体の自主接種 

現況把握及び支援 

自治体別の接種状況により 

ワクチン供給量等の調整 

 

 

５   事業場の自主接種（８月～） 

〇（推進背景）鉄鋼・自動車等主要生産工場のうち 24時間稼動が必要な事業場等に対

する自主接種を通じて従業員接種の利便性を図る 

〇（対象機関）独自接種が可能な付属医院保有の事業場 

〇（接種対象）事業所の勤労者＋協力会社の勤労者 

〇（施行時期） 優先接種者（50代等） の接種が完了する８月中 

○（施行方法） 疾病管理庁がワクチン・注射器を事業場内の付属医院に供給、付属医

院は自主計画によって接種施行及び接種者登録 

  

６   第３四半期の２次接種（７月～） 

□検討の背景 



〇COVAX-AZの導入日程の変更（83.5万回分、６月末→７月以降）により、下半期

AZワクチンの２次接種計画を検討（７月、AZワクチン２次接種対象者 109万人） 

 

□予防接種専門委員会の審議結果（６月 15日） 

〇２回接種が必要なコロナ 19予防接種の場合、同一ワクチン接種が原則だが、海外事

例や研究結果等を考慮して、ワクチン供給状況等を勘案し、１次接種ワクチンの接種

間隔に合わせて交差接種を実施できる。 

 

□ 詳細計画 

〇（適用対象）７月の AZ ワクチン２次接種者 

〇（主な内容） 早期接種委託医療機関（約 2,000か所） 接種者（約 76万人）1）は７

月にファイザーワクチンで２次接種を実施、保健所等のその他の接種機関 2）は AZ 又

はファイザーワクチンで接種（機関別の状況によって変動可能性あり） 

※ 交差接種対象（１次 AZ、２次ファイザー）のうち AZワクチンの２次接種希望

者は、７月４日以降、委託医療機関で AZ ワクチンで接種実施 

1） 訪問介護従事者、医院レベル及び薬局従事者、慢性腎臓疾患者、社会必須人材等 

2） 保健所接種（保健所内所及び保健所の現場訪問接種）、療養病院・療養施設の入

院・入所者及び従事者、病院レベル以上の医療機関従事者等 

〇（接種間隔） １次接種後、11～12週の間隔で接種（現行と同じ） 

 

□ ８月以降計画 

〇ワクチン需給状況、国内外の研究、海外事例等を総合して検討 

(後略) 

  

＜出典元URL＞ 

http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=3&brdGubun=31&dataGubun=&n

cvContSeq=5562&contSeq=5562&board_id=312&gubun=ALL# 

  

 

http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=3&brdGubun=31&dataGubun=&ncvContSeq=5562&contSeq=5562&board_id=312&gubun=ALL
http://ncov.mohw.go.kr/tcmBoardView.do?brdId=3&brdGubun=31&dataGubun=&ncvContSeq=5562&contSeq=5562&board_id=312&gubun=ALL

