
（健Ⅱ254F）（健Ⅰ119） 

令和３年８月 13日 

都道府県医師会 
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日本医師会感染症危機管理対策室長 
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新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種及び個別接種促進のための 

支援事業の請求について（その２） 

 

新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種及び個別接種促進のための支援

事業の請求については令和３年６月 24日付（健Ⅱ174F）をもってご連絡いたしまし

た。 

今般、厚生労働省より、標記について、各都道府県等衛生主管部（局）宛て事務連

絡がなされましたのでご連絡申し上げます。 

本事務連絡は、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）」

において、職域接種の一部が個別接種促進のための支援事業の対象となったこと（令

和３年８月４日付(健Ⅰ108)(健Ⅱ232)(地 214)参照）を踏まえ、請求に用いる実績報

告書（様式２）について差し替えたことを連絡するものです。 

様式２の変更点の概要は下記のとおりです。 

また、併せて「（ご参考）新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種及び

個別接種促進のための支援事業の請求書・実績報告書（エクセル）の入力について」

も追記がなされております。 

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、郡市区医師会お

よび関係医療機関に対する情報提供についてご高配のほどお願い申し上げます。 

 

記 

 

○６月１日以降の記入箇所で、「職域以外」と「職域」に分類 

○支援対象の職域接種であるかの質問票の様式を追加（様式２ 3/3） 

○複数の企業で構成される団体を事務局として職域接種を共同実施したことを示す

ものとして当該団体事務局が作成する実績報告書添付用文書の様式例を追加 

 

差し替え版の様式２の Excelデータも含め関連資料は、は下記に掲載しています。 

日本医師会 HP 

新型コロナウイルス感染症の予防接種について（医療機関、医師会向けページ） 

【時間外・休日の接種及び個別接種促進のための支援事業の請求書・実績報告書】 

https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009822.html 

 

https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009822.html


 

事 務 連 絡 

令和３年８月 12 日 

 

 

 

都道府県 

各 市 町 村 衛生主管部（局） 御中 

特 別 区 

 

 

 

厚生労働省健康局健康課予防接種室 

 

 

 

新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種及び個別接種促進のための 

支援事業の請求について（その２） 

 

令和３年６月 23 日付け事務連絡において、標記に係る実績報告書をお示ししまし

たが、今般、令和３年７月 27 日付け医政発 0727 第 16 号・健発 0727 第 4 号・薬生発

0727 第 6 号「「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の

実施について」の一部改正について」において、職域接種の一部が個別接種促進のた

めの支援事業の対象となることが示されたことから、様式２について差し替えます。 

管内医療機関へ周知していただくとともに、各都道府県及び市町村においては、医

療機関からの費用請求のご対応をよろしくお願いします。 

 

 

（参考） 

○ 以下の①又は②において、接種を委託した外部の医療機関に出向いて職域接種を

受けた場合、職域接種促進のための支援の対象となる。 

① 中小企業（中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定す

る中小企業を指す。）が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で

構成される団体を事務局として共同実施した職域接種 

② 文部科学省が別に定める地域貢献の基準を満たす大学、短期大学、高等専門学

校、専門学校の職域接種で所属の学生も対象に実施した職域接種 



様式１

○○○市区町村長　様

医療機関等名称
開設者氏名
電話番号

請求金額

内訳
4月1日から7月31日の間

時間外

休日接種回数

（参考）標榜する診療時間

備考

金融機関コード
金融機関名
預金種別
フリガナ
口座名義人

加算額（税込み）加算額（税抜き）

回

円回

年　　　月　　　日

日

円2,130円

円円

コロナウイルスワクチン接種の時間外及び休日対応に係る請求書

　4月1日から7月31日の期間において、別紙報告書のとおりコロナウイルスワクチンの接種を実施したため、以下
のとおり請求する。

加算単価

木
金
土

月
火
水

支店コード
支店名
口座番号

730円

接種回数
（予診のみも含める）



医療機関等名称 様式２（診療所用）

 新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書（診療所） (1/3)

  下記のとおり、新型コロナウイルスワクチンの接種を行ったので報告する。

（日） （月） （火） （水） （木） （金） （土）

4/1 4/2 4/3

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める）

4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める）

4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める）

4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める）

4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める）

5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める）

5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める）

5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21 5/22

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める）

5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28 5/29

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める）

5/30 5/31 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

週の接種回数 週の回数区分 備考



医療機関等名称 (2/3)

（日） （月） （火） （水） （木） （金） （土）

6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める）

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

備考

接種回数計（予診のみを含めない）5/9～

時間外接種計（予診のみも含める）4/1～

休日接種計（予診のみも含める）4/1～

週の接種回数 回数区分



(3/3)

（支援対象であるか確認するため、該当する項目にレ点を記入してください。）

問１ 本報告書の「接種回数（予診のみを含めない）」に集団接種である大規模接種会場・市町村特設会場の実績は含まれない。

問２ 職域接種を実施していない → はい （問３以降に回答する必要はありません。）

   ↓   いいえ

問３ 職域接種の実績は、本報告書に全く含まれていない → はい （問４以降に回答する必要はありません。）

   ↓   いいえ

問４ 本報告書に含まれるのは以下の①及び②の両方を満たす職域接種の実績のみですか。  → はい

  （条件を満たしていない場合、実績に職域接種を含めて報告することは出来ません。職域接種の実績を報告書から除いた上で、

   問３で「はい」を選択ください。）

  ①中小企業の社員や学生等が出向いてきて医療機関内で接種を行った。

   （企業や大学などが指定した外部の接種会場に、医療機関が出張して接種した回数は含まれていない。）

   健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施した職域接種」又は「文部科学省が別に定める

   地域貢献の基準を満たす大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の職域接種で所属の学生も対象に実施した職域接種」

   である。
   
   ○職域接種を依頼した事務局等の名称（職域接種を申請した主体名）を以下に記載願います。

名称
（※共同実施した事務局に、様式例の提出を求め添付願います。）

   ○職域接種を依頼した大学等の名称（職域接種を申請した主体名）を以下に記載願います。

名称

上記が事実と相違ないことを証明する。

印

  ②「中小企業（中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業を指す。）が商工会議所、総合型



医療機関等名称 様式２（病院用）

 新型コロナウイルスワクチン接種の実績報告書（病院） (1/3)

  下記のとおり、新型コロナウイルスワクチンの接種を行ったので報告する。

（日） （月） （火） （水） （木） （金） （土）

4/1 4/2 4/3

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 回

4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 回

(特別体制)医師の延べ時間

(〃)看護師等の延べ時間

4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 回

(特別体制)医師の延べ時間

(〃)看護師等の延べ時間

4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24

接種回数（予診を含めない）

時間外の接種（予診を含める） 回

休日の接種（予診を含める） 回

(特別体制)医師の延べ時間

(〃)看護師等の延べ時間

4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 回

(特別体制)医師の延べ時間

(〃)看護師等の延べ時間

5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8

接種回数（予診のみを含めない）

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 回

(特別体制)医師の延べ時間

(〃)看護師等の延べ時間

5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15

接種回数（予診のみを含めない） 日

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 回

(特別体制)医師の延べ時間 時間

(〃)看護師等の延べ時間 時間

5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21 5/22

接種回数（予診のみを含めない） 日

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 回

(特別体制)医師の延べ時間 時間

(〃)看護師等の延べ時間 時間

5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28 5/29

接種回数（予診のみを含めない） 日

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 回

(特別体制)医師の延べ時間 時間

(〃)看護師等の延べ時間 時間

5/30 5/31 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

(特別体制)医師の延べ時間 時間

(〃)看護師等の延べ時間 時間

回

日

週の合計
※特別体制について

は、50回行った日の時
間数のみ足し上げ

1日当たり
50回以上接種を

行った日
備考



医療機関等名称 (2/3)

（日） （月） （火） （水） （木） （金） （土）

6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

(特別体制)医師の延べ時間 時間

(〃)看護師等の延べ時間 時間

6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

(特別体制)医師の延べ時間 時間

(〃)看護師等の延べ時間 時間

6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 6/25 6/26

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

(特別体制)医師の延べ時間 時間

(〃)看護師等の延べ時間 時間

6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 7/2 7/3

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

(特別体制)医師の延べ時間 時間

(〃)看護師等の延べ時間 時間

7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

(特別体制)医師の延べ時間 時間

(〃)看護師等の延べ時間 時間

7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

(特別体制)医師の延べ時間 時間

(〃)看護師等の延べ時間 時間

7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

(特別体制)医師の延べ時間 時間

(〃)看護師等の延べ時間 時間

7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31

接種回数（予診のみを含めない） 職域以外

接種回数（予診のみを含めない） 職域

時間外の接種（予診のみも含める） 回

休日の接種（予診のみも含める） 職域以外

休日の接種（予診のみも含める） 職域

(特別体制)医師の延べ時間 時間

(〃)看護師等の延べ時間 時間

回 時間

回 時間

回

回

回

回

日

日

日

休日接種計（予診のみも含める）4/1～

時間外接種計（予診のみも含める）4/1～

接種回数計（予診のみを含めない）5/9～

回

回

日

日

回

日

日

回

日

回

週の合計
※特別体制について

は、50回行った日の時
間数のみ足し上げ

1日当たり
50回以上接種を

行った日
備考

(特別体制)医師の延べ時間計

(     〃     )看護師等の延べ時間計



(3/3)

（支援対象であるか確認するため、該当する項目にレ点を記入してください。）

問１ 本報告書の「接種回数（予診のみを含めない）」に集団接種である大規模接種会場・市町村特設会場の実績は含まれない。

問２ 職域接種を実施していない → はい （問３以降に回答する必要はありません。）

   ↓   いいえ

問３ 職域接種の実績は、本報告書に全く含まれていない → はい （問４以降に回答する必要はありません。）

   ↓   いいえ

問４ 本報告書に含まれるのは以下の①及び②の両方を満たす職域接種の実績のみですか。  → はい

  （条件を満たしていない場合、実績に職域接種を含めて報告することは出来ません。職域接種の実績を報告書から除いた

   上で、問３で「はい」を選択ください。）

（大学附属病院以外の場合）

  ①中小企業の社員や学生等が出向いてきて医療機関内で接種を行った。

   （企業や大学などが指定した外部の接種会場に、医療機関が出張して接種した回数は含まれていない。）

   会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施した職域接種」又は「文部

   科学省が別に定める地域貢献の基準を満たす大学、短期大学、高等専門学校、専門学校（以下「大学等」という。）の

   職域接種で所属の学生も対象に実施した職域接種」である。

   ○職域接種を依頼した事務局等の名称（職域接種を申請した主体名）を以下に記載願います。

名称
（※共同実施した事務局に、様式例の提出を求め添付願います。）

   ○職域接種を依頼した大学等の名称（職域接種を申請した主体名）を以下に記載願います。

名称

（大学附属病院の場合）

  ①大学附属病院内で接種を行った。又は、大学の附属病院が当該大学内で接種を行った。

   （企業や大学などが指定した外部の接種会場に、医療機関が出張して接種した回数は含まれていない。）

   接種」又は「文部科学省が別に定める地域貢献の基準を満たす大学等の職域接種で所属の学生も対象に実施した職域接

   種」である。 
   
   ○職域接種を依頼した事務局等の名称（職域接種を申請した主体名）を以下に記載願います。

名称
（※共同実施した事務局に、様式例の提出を求め添付願います。）

   ○職域接種を依頼した大学等の名称（職域接種を申請した主体名）を以下に記載願います。

名称

 

上記が事実と相違ないことを証明する。

印

  ②「中小企業が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施した職域

  ②「中小企業（中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業を指す。以下同じ。）が商工

     



様式３（診療所用）

○○○都道府県知事 様

医療機関等名称
開設者氏名
電話番号

請求金額

内訳

5月9日から7月31日の間
150回以上接種した取扱いとする週 週 （4週以上で、該当する週の接種について3,000円加算）
100回以上接種した取扱いとする週 週 （4週以上で、該当する週の接種について2,000円加算）

5月10日の週 日 円
5月17日の週 日 円
5月24日の週 日 円
5月31日の週 日 円
6月7日の週 日 円
6月14日の週 日 円
6月21日の週 日 円
6月28日の週 日 円
7月5日の週 日 円
7月12日の週 日 円
7月19日の週 日 円
7月26日の週 日 円
合計 日 円

金融機関コード
金融機関名
預金種別
フリガナ

口座名義人

個別接種促進のための支援事業に係る請求書（診療所）

 5月9日から7月31日の期間において、別紙報告書のとおりコロナウイルスワクチンの接種を実施したため、以下のと
おり請求する。

週150回以上接種の加算 週100回以上接種の加算 1日50回加算

年   月   日

回 円 円
単価 3,000円/回 単価 2,000円/回

回 円 円
回 円 円

回 円 円
回 円 円

回 円 円
回 円 円

回 円 円
回 円 円

回 円 円
回 円 円

口座番号

支店コード
支店名

円 円
回 円 円

接種回数
（予診のみを含めない） ※同一日に左記の加算と重複は不可

回



様式３（病院用）

○○○都道府県知事 様

医療機関等名称
開設者氏名
電話番号

請求金額

内訳

5月9日から7月31日の間
週 （4週以上で、医師・看護師等に係る追加交付）

5月10日の週 日 時間
5月17日の週 日 時間
5月24日の週 日 時間
5月31日の週 日 時間
6月7日の週 日 時間
6月14日の週 日 時間
6月21日の週 日 時間
6月28日の週 日 時間
7月5日の週 日 時間
7月12日の週 日 時間
7月19日の週 日 時間
7月26日の週 日 時間
合計 日 時間

金融機関コード
金融機関名
預金種別
フリガナ
口座名義人

年   月   日

個別接種促進のための支援事業に係る請求書（病院）

 5月9日から7月31日の期間において、別紙報告書のとおりコロナウイルスワクチンの接種を実施したため、以下
のとおり請求する。

（特別な接種体制を確保し、かつ、50回/日を週1日以上、4週間以上達成した場合）

1日50回以上接種の加算 医師に係る追加交付 看護師等に係る追加交付

円 時間 円 円
円 時間 円 円

円 時間 円 円
円 時間 円 円

時間 円 円

円 時間 円 円
円 時間 円 円
円 時間 円 円
円

時間 円 円
時間

支店コード

円 円 円
円 時間 円 円

円 円

50 回以上／日の接種を週１日以上達成した週

支店名
口座番号

円 時間

円 時間 円 円
円



（様式例：実績報告書添付用） 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

当団体では、令和○年○月○日から令和○年○月○日までに、医療機関○○病院に

出向いて職域接種を実施しました。 

 

 

＜該当する場合はレ点を記入願います。＞ 

中小企業（中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に

規定する中小企業を指す。）が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等

複数の企業で構成される団体である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  団体名   

代表者氏名       印 

住所 

電話番号    

 

 

 

 

 

 

⇒□ 



（ご参考）新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種及び個別接種促進

のための支援事業の請求書・実績報告書（エクセル）の入力について(8 月 12 日追記) 

 

【シート「診療所用」】 

診療所が行う請求（時間外・休日加算の請求及び個別接種促進のための支援事

業のうち別紙に示す「①診療所における接種回数の底上げ」、「②接種施設数の増

加」の請求）について、請求書及び実績報告書を作成します。 

 

必要に応じて、   で着色されているセルに対して必要な入力を行います。

（適宜、白色のセルに入力を行って構いませんが、数式等が入っているセルを編

集する場合、自動計算されるようになっている接種合計数、請求金額等が影響を

受けますので、ご注意ください。） 

 

 
 

●時間外・休日加算の請求 

「時間外・休日加算の請求」を行う場合は、実績報告書の４月１日以降の時

間外・休日の接種数について、該当する日付の欄に入力します。時間外・休日

加算の接種数には、接種まで至らずとも、予診のみのものも計上できます。 

接種数を入力すると、シート内の下方にある「コロナウイルスワクチン接種

の時間外及び休日対応に係る請求書」に自動的に請求額が表示されます。 

 



その他、市町村への情報提供として、標榜する診療時間、口座情報等を記載し

て、印刷してださい。 

 

 

 

 

（８月 12 日追記） 

令和３年７月 27 日付け厚生労働省発医政発 0727 第 16 号・健発 0727 第 4 号・

薬生発 0727 第 6 号「「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施について」の一部改正について」において、職域接種の一部が

個別接種促進のための支援事業の対象となることが示されたことを受け、６月

１日以降の欄について、「休日の接種（予診のみも含める）」について、「職域以

外」と「職域」とで分けています。それぞれの欄に記載ください。（「時間外の接

種（予診のみも含める）」については、従前のままです）。 

 

 

 

 

  



●個別接種促進のための支援事業の請求 

「個別接種促進のための支援事業の請求」を行う場合は、５月９日以降の接種

数について、該当する日付の欄に入力します。個別接種促進のための支援事業の

接種数には、接種まで至らず、予診のみとなった案件は計上できません。 

 

 
 

 

J 列「週の回数区分」には、接種回数に応じて、「150 回以上」「100 回以上」

「100 回未満」が表示されます。接種回数に応じて自動的に表示されますが、以

下の例示のような場合には、請求者において手動で選択することもありますの

で、適宜対応ください。 

 

 
 

 

 

 

 

  

J 列「週の回数

区分」↓ 



 

【具体例】 

第１週～第５週 150 回（5回） 

第６週～第８週 100 回（3回） 

第８週以降   100 回未満 

 

上記のような場合に、第１～第５までで 150 回を 5回とカウント（①）す

る場合と、第１～第４を 150 回以上、第５～８を 100 回以上とカウント（②）

した場合とで、請求額に差が出る。 

 

① 150×5×3,000+100×3×0＝2,250,000 

② 150×4×3,000+（100×3+150×1）×2,000＝2,700,000 

 

このような場合に、150 回以上接種した週について、「150 回以上」から

「100 回以上」に変更するかは請求者の判断となる。下図のとおりリストか

ら選択して変更を行う。 

 

 

各日付けにおける接種数の入力及び「週の回数区分」の設定後、シートの下方

にある「個別接種促進のための支援事業に係る請求書（診療所）」に自動的に請

求金額及び内訳が表示されます。内容についてご確認後、印刷ください。 

 

 



その他、市町村への情報提供として、口座情報も記載してださい。 

 

 
 

 

（８月 12 日追記） 

令和３年７月 27 日付け厚生労働省発医政発 0727 第 16 号・健発 0727 第 4 号・

薬生発 0727 第 6 号「「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施について」の一部改正について」において、職域接種の一部が

個別接種促進のための支援事業の対象となることが示されたことを受け、６月

１日以降の欄について、「接種回数（予診のみを含めない）」について、「職域以

外」と「職域」とで分けています。それぞれの欄に記載ください。 

 

 

 

 

【シート「病院用」】 

病院が行う請求（時間外・休日加算の請求及び個別接種促進のための支援事業

のうち別紙に示す「②接種施設数の増加」、「③「病院」における接種体制の強化」

の請求）について請求書及び実績報告書を作成します。 

 

必要に応じて、   で着色されているセルに対して必要な入力を行います。

（適宜、白色のセルに入力を行って構いませんが、数式等が入っているセルを編

集する場合、自動計算されるようになっている接種合計数、請求金額等が影響を

受けますので、ご注意ください。） 

 



 

 

●時間外・休日加算の請求 

「時間外・休日加算の請求」を行う場合は、実績報告書の４月１日以降の時

間外・休日の接種数について、該当する日付の欄に入力します。時間外・休日

加算の接種数には、接種まで至らずとも、予診のみのものも計上できます。 

接種数を入力すると、シート内の下方にある「コロナウイルスワクチン接種の

時間外及び休日対応に係る請求書」に自動的に請求額が表示されます。 

 

 

 

その他、市町村への情報提供として、標榜する診療時間、口座情報等を記載し

て、印刷してださい。 

 



 

 

 

（８月 12 日追記） 

令和３年７月 27 日付け厚生労働省発医政発 0727 第 16 号・健発 0727 第 4 号・

薬生発 0727 第 6 号「「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施について」の一部改正について」において、職域接種の一部が

個別接種促進のための支援事業の対象となることが示されたことを受け、６月

１日以降の欄について、「休日の接種（予診のみも含める）」について、「職域以

外」と「職域」とで分けています。それぞれの欄に記載ください。（「時間外の接

種（予診のみも含める）」については、従前のままです）。 

 

 

 

  



●個別接種促進のための支援事業の請求 

「個別接種促進のための支援事業の請求」のうち別紙に示す「②接種施設数の

増加」の請求を行う場合は、５月９日以降の接種数について、該当する日付の欄

に入力します。50 回/日を達成した日の日数が合計欄にカウントされます。 

また、個別接種促進のための支援事業の接種数には、接種まで至らず、予診の

みとなった案件は計上できません。 

 

 

 

また、「個別接種促進のための支援事業の請求」のうち別紙に示す「③病院に

おける接種体制の強化」に係る請求を行う場合は、５月９日以降で特別な体制を

組んだ人員の勤務の延べ時間について、該当する日付の欄に入力します。上記の

「②接種施設数の増加」の請求に係る接種数について、50 回/日を達成した日に

ついて、合計時間に計上されます。 

時間数の入力において、１日のうちで１時間未満の端数がある場合は、小数点

入力ください（5時間 30 分→5.5、6 時間 45 分→6.75）。週の合計欄においては、

その週の延べ時間を合計した後、時間未満の端数について切り捨てとなります。 

 

 

 

 

 

 

各日付けにおける「接種回数」「(特別体制)医師の延べ時間」「(〃)看護師等の

延べ時間」の入力を行うと、シートの下方にある「個別接種促進のための支援事

↑勤務延べ

時間の合計

↑5月 17 日は 50 回以下なので右の

日数にカウントされない 

5 月 17 日は 50 回以下なので勤務延べ

時間の合計欄にカウントされない 

↑50 回以上接種

を行った日数 



業に係る請求書（病院）」に自動的に請求金額及び内訳が表示されます。内容に

ついてご確認後、印刷ください。 

 

 

その他、市町村への情報提供として、口座情報も記載してださい。 

 

 
 

（８月 12 日追記） 

令和３年７月 27 日付け厚生労働省発医政発 0727 第 16 号・健発 0727 第 4 号・

薬生発 0727 第 6 号「「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

（医療分）の実施について」の一部改正について」において、職域接種の一部が

個別接種促進のための支援事業の対象となることが示されたことを受け、６月

１日以降の欄について、「接種回数（予診のみを含めない）」について、「職域以

外」と「職域」とで分けています。それぞれの欄に記載ください。 

 

 



 

別 紙 


