
令和３年７月２７日 

学生・教職員等 各位 

琉球大学危機対策本部（新型コロナウイルス感染症対策）

新型コロナワクチン職域接種（大学拠点接種）の実施について（通知） 

本学では、新型コロナワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図っていく
ため、下記のとおり、大学拠点接種を実施いたします。 
この大学拠点接種は、上記の目的のために、接種対象となる方のうち、希望者を対象として実

施するものです。 
本学の大学拠点接種ではなく、お住いの地域の接種会場や広域ワクチン接種センター等で接種

していただくことも可能です。 
なお、本学の大学拠点接種に関する最新の情報は、公式ホームページの大学拠点接種に関する

特設ページ（https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/ryudai_vaccine/）において発信しま
すので確認してください。 

記 

１ 期   間 【１回目】令和３年８月１２日（木）～ ８月２０日（金） ９時～１３時 
  （台風予備日は８月２６日（木）及び２７日（金）） 

【２回目】令和３年９月 ９日（木）～ ９月１７日（金） ９時～１３時 
  （台風予備日は９月２１日（火）及び２２日（水）） 

※事前予約が必要です。予約方法は別紙「予約システム入力手順」を参照ください。
※２回とも接種する必要があります。
※期間中は、土日を含め、毎日接種を行います。 

２ 場   所： 千原キャンパス R’s Kitchen（北食堂） 

※R’s Kitchen（北食堂）は、接種会場開設準備のため、食堂の夏季休業前の営業期間が変
更になり８月４日（水）で終了します。なお、売店は接種期間も含め、営業しています。 
詳しくは琉球大学生活協同組合ホームページ(https://kyushu.seikyou.ne.jp/ryudai-
coop/index.html) をご確認ください。

３ 接種対象者： 本学学生・教職員（非常勤職員、委託業者、派遣職員等含む）でワクチン
接種を希望する方 
※近隣大学学生（沖縄国際大学、沖縄キリスト教学院大学、沖縄県立芸
術大学）含む

【問い合わせ先】 
琉球大学職域接種推進室プロジェクトチーム 
MAIL：ryudai-vaccine@acs.u-ryukyu.ac.jp 
TEL：098-895-8037 

https://kyushu.seikyou.ne.jp/ryudai-coop/index.html
https://kyushu.seikyou.ne.jp/ryudai-coop/index.html
mailto:ryudai-vaccine@acs.u-ryukyu.ac.jp


【参考１：新型コロナウイルス感染症対策情報（首相官邸ＨＰ）】 
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html 

【参考２：職域接種に関するお知らせ（厚生労働省ＨＰ）】 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_shokuiki.html 

  【参考３：ワクチンについて（厚生労働省ワクチンナビ）】 
  https://v-sys.mhlw.go.jp/about/ 

【参考４：職域接種で使用予定のワクチン（武田/モデルナ社製) の有効性や安全性など 
（厚生 労働省HP）】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_moderna.html 

【参考５：ワクチンの安全性と副反応（厚生労働省：新型コロナワクチンQ＆A）】 
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/safe/ 

【参考６：大学拠点接種（新型コロナウイルス感染症に関連した大学等におけるワクチン 

接種）について（文部科学省ＨＰ）】 

大学拠点接種（新型コロナウイルス感染症に関連した大学等におけるワクチン接種）について 

：文部科学省 (mext.go.jp) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_shokuiki.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_shokuiki.html
https://v-sys.mhlw.go.jp/about/
https://v-sys.mhlw.go.jp/about/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_moderna.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_moderna.html
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/safe/
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_01530.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_01530.html


新型コロナワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図っていくため、大学
が学生・教職員などを対象に行うワクチン接種のことです。

新型コロナワクチン

職域接種（大学拠点接種）について

琉球大学 職域接種会場

職域接種（大学拠点接種）について

実施期間：【１回目】令和３年８月１２日（木）～ ８月２０日（金） ９時～１３時
（台風予備日は８月２６日（木）及び２７日（金））

【２回目】令和３年９月 ９日（木）～ ９月１７日（金） ９時～１３時
（台風予備日は９月２１日（火）及び２２日（水））
※期間中は、土日を含め、毎日接種を行います。
※ワクチンの供給状況等により変更する場合があります。

場 所： 千原キャンパス R’s Kitchen（北食堂）

１ 職域接種（大学拠点接種）とは

２ 実施期間・場所

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、首相官邸ワ
クチン特設ページをご覧ください。

今回の大学拠点接種で使用する新型コロナワクチンは、
モデルナ社製のワクチンです。通常１回目の接種から４週間
空けて、２回目を接種する必要があります。
別紙「新型コロナワクチン予防接種についての説明書」に
必ず目を通して、大切な試験や行事などに影響がでないように予約日を選んでください。

３ ワクチンについて 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 9/1 9/2 9/3 9/4

2回目接種

1回目接種

4週間後

沖縄県新型コロナウイルスワクチン
専門相談コールセンター

官邸 コロナ ワクチン 検 索

098-894-4856副反応等医学的知見を必要とする専門的なお問合せ
９ :００～１７ :００

（祝日を除く月曜から日曜）
「特設ページ」
二次元コード

サイトアドレス： https://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/ryudai_vaccine/

職域接種（大学拠点接種）の詳しくは右の 琉球大学公式HP特設ページ
をご確認ください。

問い合わせ先：琉球大学職域接種推進室プロジェクトチーム
MAIL：ryudai-vaccine@acs.u-ryukyu.ac.jp TEL：098-895-8037

※電話対応は平日10:00～17:00、時間外はメールで問い合わせください

２０２１年7月27日
琉球大学職域接種推進室



ワクチン接種を希望する場合、適切な接種間隔と貴重なワクチンのロスを防止するため、予約専用
サイトで１回目と２回目の両方の予約日時を登録する必要があります。予約方法・優先接種者の申
請方法の詳細は、別紙「予約システム入力手順」をご確認ください。

！既に新型コロナワクチン接種済みの方、市区町村で接種予約をしている方は、本学での接種予約はしないでください。
！新型コロナワクチン以外のワクチン接種を受けている場合、今回の接種が可能かどうか、接種を行った医療機関に

確認してください。
！予約期間外の申込み・キャンセル・変更は出来ません。やむを得ない場合には問い合わせ先に連絡を行ってください。

準備したワクチンが無駄にならないためにも、皆さまのご協力をお願いします。

２ 予診票を受け取って、必要事項を記入しよう！

予診票配付期間 （全保連ステーション（大学会館）１階で配布します）

区分 配布期間

8/12（水）～8/14（土）の予約者 8/10（火）13時～17時、8/11（水）から予約前日は10時～17時

8/15（日）～8/20（金）の予約者 8/12（木）13時～17時、8/13（金）から予約前日は10時～17時

予約完了後に、予約システム入力内容を印字した予診票を配付しますので、必ず、下記の期間
中（予約前日まで）に指定する場所で受け取ってください。受け取りには、本人確認書類（学生
証、職員証、運転免許証、健康保健証など）が必要です。予診票は本人以外の方にお渡しする
ことはできません。接種会場入場には、必要事項の記入を済ませた予診票が必要です。

３ 体調を整え、いざ会場へ！
接種当日、明らかな体調不良（体温37.5℃以上など）の場合、接種はできません。
体調を整えて接種に臨みましょう。接種後は１５分（もしくは３０分）の間、経過観察のため、会
場で待機していただきます。その間に気分が悪くなった場合、会場の救護スペースなどで適切な対
応が行えるよう体制を整えています。
（当日持参するもの）会場での受付には以下が必要です。

１．接種券（自治体から配布されている場合）、２．予診票
３．本人確認書類（学生証、職員証、運転免許証、健康保健証など）

（服装等）・マスクを着用して来場ください。
・ 接種は肩の筋肉に行います。肩が出しやすい半袖やノースリーブを着て来場ください。

問い合わせ先：琉球大学職域接種推進室プロジェクトチーム
MAIL：ryudai-vaccine@acs.u-ryukyu.ac.jp TEL：098-895-8037 (平日10:00～17:00)

１ 接種には事前予約が必要！

ここからは、琉球大学 職域接種会場で接種を受けるまでの流れを説明します。

予約期間：※予約サイトのURLについては、アクセスの集中を避けるため、下記区分毎に記載の時間になり
ましたら、メールにて順次ご連絡する予定です。

①学生（留学予定者、学外実習予定者） 【 7/28 (水) 14:00～ 8/3 (火) 】※年次の指定なし
②学生（学部4年次以上） 【 7/29 (木) 10:00～ 8/3 (火) 】
③学生（学部3年次） 【 7/29 (木) 14:00～ 8/3 (火) 】
④学生（学部2年次） 【 7/30 (金) 10:00～ 8/3 (火) 】
⑤学生（学部1年次。大学院学生等） 【 7/30 (金) 14:00～ 8/3 (火) 】
⑥教職員、琉球大学内で業務を行う委託業者、派遣職員等 【 8/1 (日)14:00 ～ 8/3 (火) 】

ワクチン接種までの流れ

専用サイトで予約 予診票受取&記入 接種会場へ



予約システム入力手順

「新型コロナワクチン職域接種（大学拠点接種）予約サイト」

Ⅱ.Ⅲ. 予約画面について（必ず１,２回目どちらも予約完了してください）

※各大学の予約
メニューが下に
続いて表示され
ます。

①「予約する」をクリック

手順： Ⅰ.会員登録 → Ⅱ.1回目予約 → Ⅲ.2回目予約 → 完了

Ⅰ．会員登録・ログイン方法について

② 入力したメールアドレス宛に
認証メールが送信される。
届いたメールのURLをクリック

※接種に必要な「予診票」を作成するために
必要な情報です。漏れの無いようにして下さい。

※住所は「住民票に記載の住所」を記入して下さい。

※「番地」「建物名（の数字等）」は、半角数字と
半角のハイフンで入力して下さい
（例：999-7、100号室）

③会員登録ページにて必要な情報を入力

①こちらををクリック

④登録後に「予約画面に戻る」を選択し、１,２回目の予約に進む

※個人用のアドレスを入力ください

※指定したメールアドレスで拒否設定がある
場合は、ドメイン指定の解除をしてください。
詳細はこちら

②希望する1回目の日付を選択

③希望する時間帯を選択

https://support.reserva.be/hc/ja/articles/360025702391-RESERVA%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%8C%E5%B1%8A%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84


④「予約を進める」をクリック

⑤会員情報の確認画面が出るので、修正が無
ければ「確認する」→「完了」を選択

※必ず2回目の予約も
完了させてください

⑥2回目予約：上記①~⑤を繰り返す

※予約の確認、申込期間内のキャンセルはマイページから行えます。

※1回目予約は8月、2回目予約は9月です。
誤って1回目予約を9月にした場合には、一度マイページから予約をキャンセルし、再予約を行ってください。

※申込期間外でのやむを得ない事情によるキャンセルについては、下記問い合わせ先に電話でご連絡ください。

※2重予約、複数アカウントでの予約が確認された場合、予約が削除されます。

⑥続けて2回目の予約に進む

問い合わせ先：琉球大学職域接種推進室プロジェクトチーム
MAIL：ryudai-vaccine@acs.u-ryukyu.ac.jp TEL：098-895-8037

※電話対応は平日10:00～17:00、時間外はメールで問い合わせください

●予約サイトのURLについては、アクセスの集中を避けるため、
下記区分毎に記載の時間になりましたら、メールにて順次ご連絡する予定です。

※学生は教務システムに登録されたアドレス、教職員等は学内のメール周知にて連絡予定です。
※各区分において、連絡予定の時間から1日経過してもメールが届かない場合には、資料最後に記載の
問い合わせ先（メールアドレス）に連絡をお願いいたします。

※公式HP等では予約サイトURLは掲示いたしません。送付されたメールや通知のURLからアクセスをお願いします。

●予約者区分 メール送付予定時間

①学生（留学予定者、学外実習予定者） 【 7/28 (水) 14:00～ 8/3 (火)】
②学生（学部4年次以上） 【 7/29 (木) 10:00～ 8/3 (火)】
③学生（学部3年次） 【 7/29 (木) 14:00～ 8/3 (火)】
④学生（学部2年次） 【 7/30 (金) 10:00～ 8/3 (火)】
⑤学生（学部1年次。大学院学生等） 【 7/30 (金) 14:00～ 8/3 (火)】
⑥教職員、琉球大学内で業務を行う委託業者、派遣職員等【 8/1 (日)14:00～ 8/3 (火)】

※上記の①に該当する方は、自己申告用サイト（https://forms.office.com/r/5zxF7u5Pir）
から、申請をお願いいたします(年次指定なし)。確認後に予約サイトのURLをお伝えいたします。

その他. 予約サイトへのアクセスについて

https://forms.office.com/r/5zxF7u5Pir


新型コロナワクチン予防接種についての説明書 

 

新型コロナウイルスワクチン接種について 

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。

本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは 18 歳以上の方が対象です。 

 

ワクチンの効果と投与方法 

今回接種するワクチンは武田／モデルナ社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。 

本ワクチンの接種を受けた人は、受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かって 

います。（発症予防効果は約 94％と報告されています。） 

販売名 COVID-19 ワクチンモデルナ筋注Ⓡ 

効能・効果 SARS-CoV-2 による感染症の予防 

接種回数・間隔 ２回（通常、４週間の間隔） ※筋肉内に接種 

接種対象 18 歳以上（18 歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。） 

接種量 １回 0.5 mL を合計２回 

 1 回目の接種後、通常、４週間の間隔で 2 回目の接種を受けてください。（接種後４週間を超えた場合は、できるだけ 

速やかに 2 回目の接種を受けてください。） 

 1 回目に本ワクチンを接種した場合は、2 回目も必ず本ワクチンの接種を受けてください。 

 臨床試験において、本ワクチンの接種で十分な免疫が確認されたのは、２回目の接種を受けてから 14 日以降です。現時

点では感染予防効果は十分には明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があり

ます。 

 

予防接種を受けることができない人 

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。 

 明らかに発熱している人（※1） 

 重い急性疾患にかかっている人 

 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人 

 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人 

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合

はこの限りではありません。 

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。 

 

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人 

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師

へ伝えてください。 

 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人 

 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人 

 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人 

 過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人 

 過去にけいれんを起こしたことがある人 

 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人 

（うらへ続く） 

武田／モデルナ社 

ワクチン用 

（2021年７月） 



妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。 

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こし

たことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。 

 

接種を受けた後の注意点 

 本ワクチンの接種を受けた後、15 分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、  

気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は 30 分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常

を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。(急に起こる副反応に対応できます。) 

 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。 

 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。 

 

副反応について 

 主な副反応は、注射した部分の痛み（※１）、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれ

に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これ

までに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかり

つけ医に相談しましょう。 

（※１）接種直後よりも翌日に痛みを感じる方が多いです。接種後１週間程度経ってから、痛みや腫れなどが起きることもあります。 

 ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に軽症の心筋炎や心膜炎が報告されています(※２)。接種後数日以内に胸の痛

みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。 

（※２）1 回目よりも 2 回目の接種の後に多く、若い方、特に男性に多い傾向が見られます。 

 

予防接種健康被害救済制度について 

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすこと

ができないことから、救済制度が設けられています。 

 新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）

が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。 

 

 

新型コロナウイルス感染症について 
SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症

化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。 

 

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（武田／モデルナ社製のワクチン）の特徴 
本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために

必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、

この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答

が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。 
 

本剤には、下記の成分が含まれています。 

有効成分  CX-024414（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA） 

添加物  SM-102：ヘプタデカン-9-イル 8-((2-ヒドロキシエチル)(6-オキソ-6-(ウンデシルオキシ)ヘキシル)アミノ)

オクタン酸エステル 

 コレステロール 

 DSPC：1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン 

 1,2-ジミリストイル-rac-グリセロ-3-メチルポリオキシエチレン（PEG2000-DMG） 

 トロメタモール 

 トロメタモール塩酸塩 

 氷酢酸 

 酢酸ナトリウム水和物 

 精製白糖 
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