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新型コロナワクチンの接種実施に係る医療従事者に対する先行接種・優先接種
実施医療機関及び医師会担当者向け説明会の開催について（ご案内）

今般、標記説明会（※オンラインのみ、要事前登録）が開催される旨、厚生労働省
より別添のとおり本会宛て周知方依頼がありました。
本説明会の対象者は、医療従事者向け先行接種及び優先接種において接種を実施す
る医療機関の医療従事者、都道府県医師会及び郡市区医師会担当者としています。
つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ先行接種・優先接
種実施医療機関への情報提供についてご高配のほどお願い申し上げます。
なお、本説明会の収録動画は日本医師会 HP 上に掲載を予定しております。

記
① 日時
令和 3 年 2 月 20 日（土）16 時 00 分～18 時 00 分 （15 時 45 分よりアクセス可）

② 対象者
医療従事者向け先行接種及び優先接種において接種を実施する医療機関の医療従
事者、都道府県医師会及び郡市区医師会担当者
※多数の参加が想定されますが、安定した配信環境を確保するため、登録者数(接続
PC 台数)については、原則以下の上限が設定されています。また応募多数の場合は、
お断りされる可能性があります。
医療従事者向け先行接種実施医療機関
１医療機関あたり３台
医療従事者向け優先接種実施医療機関
１医療機関あたり１台
都道府県医師会・郡市区医師会
１医師会あたり２台

③ アクセス方法
Zoom を用いたオンライン形式

※説明会の参加に際しては、以下の URL にアクセスいただき事前の参加登録を
お願いいたします。登録が完了しますと、Zoom 参加用の URL が自動メールにて、登
録されたメールアドレスに送信されます。
新型コロナワクチンの接種実施に向けた医療機関向け説明会 要事前登録
https://zoom.us/webinar/register/WN_AofZHnnxQGacsIgKa1hXrA
【説明会の開催に関するお問い合わせ先】
事務局 株式会社野村総合研究所 グローバル製造業コンサルティング部
担当：横内／吉澤

E-mail : webinar-vac@nri.co.jp
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令和 3 年 2 月 12 日
公益社団法人日本医師会 御中
厚生労働省健康局健康課予防接種室

新型コロナワクチンの接種実施に係る医療従事者に対する先行接種・
優先接種実施医療機関及び医師会担当者向け説明会の開催について（ご案内）
予防接種行政につきましては、日頃より御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの予防接種については、接種実施医療機関
における接種体制の構築に向けた準備の参考となるよう、「新型コロナウイルス感染症に
係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引きについて」（令和３年１月18日付け健
発0118第２号厚生労働省健康局健康課長通知）により具体的な事務取扱等をお知らせし
たところです。
この度、新型コロナワクチンの接種体制構築を推進し、円滑な接種を実現するため、ワ
クチン接種を行う医師等を対象に、新型コロナワクチンの接種体制の概要や、ワクチンの
特性・取扱い等に関する説明会を別添のとおり開催しますので、ご案内申し上げます。
貴会会員への周知を図ってくださいますようお願いいたします。

別添
１ 実施日時
令和 3 年 2 月 20 日（土）16 時 00 分~18 時 00 分

（15 時 45 分よりオンライン開場）

２ 主催
厚生労働省、ファイザー株式会社
３ 開催目的
新型コロナウイルスワクチンが実用化された際に早期に接種を開始できるよう、接種体
制の概要、接種実施医療機関として予め準備を進めておくべき事項、ワクチン接種円滑化シ
ステム（以下「Ｖ－ＳＹＳ」という。
） の概要・操作方法及びファイザー社製ワクチンの特
性等について理解を促進するために開催いたします 。
４ 対象者
医療従事者向け先行接種及び優先接種において接種を実施する医療機関の医療従事者
都道府県医師会及び郡市区医師会担当者
５ 開催方法
医療機関向け説明会は、Zoomを用いたオンライン形式での開催とします。新型コロナウ
イルス感染症対策のため、説明会会場は設置いたしません。
なお、説明会の参加に際しては、以下の URL にアクセスいただき事前の参加登録をお願い
いたします。
新型コロナワクチンの接種実施に向けた医療機関向け説明会 要事前登録
https://zoom.us/webinar/register/WN_AofZHnnxQGacsIgKa1hXrA
※なお、参加にあたっては、必ず事前登録を行うようお願い申し上げます。登録が完了しま
すと、Zoom 参加用の URL が自動メールにて登録されたメールアドレスに送信されます。
※多数のご参加が想定されますが、安定した配信環境を確保するため、登録者数については
原則以下を上限としております。また応募多数の場合は、お断りする可能性があります。
医療従事者向け先行接種実施医療機関

１医療機関あたり３

医療従事者向け優先接種実施医療機関

１医療機関あたり１

都道府県医師会・郡市区医師会

１医師会あたり２

※当日、お時間になりましたら上記リンク内にある Webinar の URL を押下ください。
なお、説明会当日は、15 時 45 分よりオンライン接続が可能です。

【医療機関向け説明会に関する留意事項】
他業務との調整がつかない場合や Zoom での視聴が困難な場合等、当該説明会への参加
が叶わない方への対応として、当日の収録動画を別途貴会に提供予定です。
【説明会の開催に関するお問い合わせ先】
事務局 株式会社野村総合研究所 グローバル製造業コンサルティング部
担当：横内／吉澤
E-mail : webinar-vac@nri.co.jp
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ウェビナー登録

(h p://www.facebook.com/sharer.php?
(h p://twi
(h p:/er.com/intent/tweet?
/www.linkedin.com/shareAr cle?
トピック

医療機関向け説明会

説明

ご登録いただきました情報は、厚⽣労働省省およびファイザー株式会社にご提供させて
いただきますので、ご了解の程宜しくお願い申し上げます。

時刻

2021年2⽉20⽇ 04:00 PM ⼤阪、札幌、東京

u=h ps%3A%2F%2Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_AofZHnnxQGacsIgKa1hXrA&descrip
text=%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E9%96%A2%E5%90%91%E3%81%91%E8%AA
mini=true&url=h ps%3A%2F%2Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_AofZHnnxQGa
o

* 必須情報
名*

姓*

メールアドレス *

メールアドレスを再⼊⼒ *

所属医療機関・団体名 *

所属先住所（都道府県名・市町村名） *

職種 *

担当診療科名

①市販後調査に関するご質問 *

②ファイザー製ワクチンの有効性に関するご質問 *

③ファイザー製ワクチンの安全性に関するご質問 *

④ファイザー製ワクチンの取扱いに関するご質問 *

⑤その他、ワクチンに関するご質問 *

https://zoom.us/webinar/register/WN_AofZHnnxQGacsIgKa1hXrA
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登録すると、プライバシーステートメント (/privacy)とサービス規約 (/terms)に同意したことになります。

登録

概要
(h ps://explore.zoom.us/jpjp/about.html)

ダウンロード
(h ps://zoom.us/download)

営業担当
(h ps://explore.zoom.us/jpjp/contactsales.html)

サポート
(h ps://support.zoom.us/hc/ja)

⾔語

⽇本語
ミーティングクライアント
Zoomをテストする
Zoomブログ
1.888.799.9666
(h ps://zoom.us/download#client_4mee ng)
(h ps://zoom.us/test)
(h ps://blog.zoom.us/)
(tel:1.888.799.9666)
Zoom Roomsクライアント
アカウントページ
通貨
お客様の声
セールスへの問い合わせ
(h ps://zoom.us/download#room_client)
(h ps://zoom.us/account)
(h ps://explore.zoom.us/jp(h ps://explore.zoom.us/jpブラウザ拡張機能
サポートセンター
⽇本円￥
jp/customer/all.html)
jp/contactsales.html)
(h ps://zoom.us/download#chrome_ext)
(h ps://support.zoom.us/hc/ja)
弊社のチーム
プランと価格
Outlook プラグイン
ライブトレーニング
(h ps://explore.zoom.us/jp(h ps://zoom.us/pricing)
(h ps://zoom.us/download#outlook_plugin)
(h ps://explore.zoom.us/jpjp/team.html)
デモリクエスト
Lync プラグイン
jp/livetraining.html)
採⽤情報
(h ps://explore.zoom.us/jp(h ps://blog.zoom.us/)
(h ps://zoom.us/download#lync_plugin)
フィードバック
(h ps://explore.zoom.us/jpjp/livedemo.html)
iPhone/iPad アプリ
(h ps://zoom.us/feed)
jp/careers.html)
ウェビナーとイベントリスト
(h ps://zoom.us/download#client_iphone)
お問い合わせ
インテグレーション
(h ps://zoom.us/events)
Androidアプリ
(h ps://explore.zoom.us/jp(h ps://explore.zoom.us/jp(h ps://zoom.us/download#mobile_app)
jp/contact.html)
(h p://www.linkedin.com/company/2
jp/integra ons.html)
Zoomバーチャル背景
アクセシビリティ
パートナー
(h ps://zoom.us/virtual-backgrounds)
(h ps://explore.zoom.us/jp(h ps://explore.zoom.us/jpjp/accessibility.html)
jp/partners.html)
(h p://www.twi er.com/zoom_us)
プライバシーとセキュリティ
投資企業
(h ps://explore.zoom.us/jp(h ps://investors.zoom.us/)
jp/privacy-and-security.html)
プレス (h ps://zoom.us/press)
(h p://www.youtube.com/zoommee
メディアキット
(h ps://zoom.us/media-kit)
How to Video
(h ps://explore.zoom.us/jp(h p://www.facebook.com/zoomvide
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Do Not Sell
jp/resources.html)
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