（2021 年 1 月 22 日配信）

【1 月 22 日更新】新型コロナウイルス関連情報（第 81 報）：当地におけるワクチン接種について

●DMV における新型コロナウイルスのワクチン接種に関し、その概要をお知らせします。
１．現在、DC、MD 州、VA 州の各政府は、社会機能を維持させるためのエッセンシャル・ワーカーや感染・重
症化リスクの高い層から、優先度に応じた段階的なワクチン接種を進めています（接種対象者について、住民
の国籍制限は設けられていません）。なお、すでに多くの地域では、高齢者や基礎疾患を持つ一般居住者をワ
クチン接種の対象としていますが、ワクチン供給の不足により、ワクチン接種の対象者であっても事前予約
（登録）ができないことや、実際の接種までに相当の日数を要する場合があるようです。
２．各政府は、ワクチン接種の安全性や留意点、予約方法など様々な情報をそれぞれのウェブサイトに掲載し
ています。今後、各地におけるワクチン接種が進み、ご自身が接種対象者となるまでに、それらに目を通され
ることをお勧めします。
３．各政府は、住民に対し、感染予防・感染拡大抑制のために（接種の優先順に応じ）ワクチン接種を受ける
よう呼びかけています（ただし、義務化はされていません）。ワクチン接種については、必要に応じて医療機
関などにご相談の上、各自の責任において判断いただくことになります。
４．ワクチン接種の費用は主要な健康保険の対象とされており、健康保険に加入していない場合でも個人によ
る負担はないとされています。
５．以下に示す内容は本領事メール配信時までの情報に基づきます。最新のワクチン接種関連情報について
は、各保健当局のウェブサイト等により、各自においてご確認ください。
＝＝＝ ワシントンＤＣ ＝＝＝
＜特設ウェブサイト＞
https://coronavirus.dc.gov/vaccine
・「Ｑ＆Ａ」
https://coronavirus.dc.gov/vaccine-information
＜優先カテゴリー＞
・現在はフェーズ１B ティア１の段階。
【1】フェーズ１A
【2】フェーズ１B ティア 1
→ 65 歳以上の DC 居住者への接種開始
【3】フェーズ１B ティア 2
【4】フェーズ１B ティア 3
【5】フェーズ１C ティア 1
→ 16～64 歳で基礎疾患がある DC 居住者への接種開始
【6】フェーズ１C ティア 2

【7】フェーズ１C ティア 3
【8】フェーズ 2
→全ての DC 居住者（16 歳以上）の接種開始
◎カテゴリー毎の接種対象者の詳細
https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/Vacci
nation-Program-Phases-with-Tiers.pdf
※上記カテゴリーは該当者のワクチン接種開始のタイミングを示すものであり、そのフェーズにあるうちに接
種を済ませる必要があるということではありません。
＜ワクチン接種の手順＞
【手順 1：ワクチン接種対象者の確認】
DC 政府のウェブサイトまたは配信サービスを利用し、自分がワクチン接種対象者に該当するか確認
◎予約受付に関する最新情報の配信（メール・SMS）
https://public.govdelivery.com/accounts/DCWASH/subscriber/new?topic_id=DCWASH_2000
【手順 2：予約】
オンライン予約またはコールセンターへ電話予約（予約時に予約確認コードを受領）
・予約時に接種場所を選択
・予約時に以下情報の提供を求められる
人口統計学的情報（人種、性別、年齢）、既往歴（病歴）、過去の COVID-19 感染状況、連絡先（含：郵便番
号）、医療保険情報（保険加入者のみ）
◎予約用ポータルサイト（ページ内に予約画面へのリンクがあります）
https://coronavirus.dc.gov/vaccinatedc
◎オンライン予約ガイド
https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/Vacci
nation-Appointment-Guide-2021-v5.pdf
◎コールセンター（電話予約の場合）
TEL：855-363-0333
平日 8 時～19 時
土曜 8 時～16 時
※ワクチン接種対象となっても、予約枠が埋まると一時的に予約受付が停止されることがあります。
※2 回目の接種については、1 回目の接種の際に案内される由です（Moderna 社のワクチンは 1 回目の接種か
ら 28 日後、Pfizer 社のワクチンは 21 日後に 2 回目の接種が必要とされ、また、1 回目と 2 回目の接種は同じ
ワクチンを接種する必要があるとしています。）。
【手順３：ワクチン接種】
予約確認コード、（住所が記載された)写真付き ID および保険カード（保険加入者のみ）を持参し、ワクチン
接種場所へ

・接種が完了すると、接種したワクチンの種類、接種日、接種場所、2 回目の接種日が記載されたワクチン接
種記録カードが交付される（2 回目接種時に持参）
＜今後の見通し＞
・2 月 1 日の週に接種対象を「フェーズ１C ティア 1」（含：基礎疾患がある DC 居住者（16 歳～））に拡大予
定。
・今後、DC 政府が指定する優先地区（郵便番号）に居住し既に接種対象となっている DC 居住者に向け、毎週
木曜日午前 9 時に予約枠を開放する。その他の接種対象者に向けた追加的な予約枠の開放は毎週金曜日午前 9
時に行う。両者とも定員数が埋まり次第、予約を一時停止する見込み。
＝＝＝ メリーランド州 ＝＝＝
＜特設ウェブサイト＞
https://coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine
・「よくある質問」
https://covidlink.maryland.gov/content/faqs/#faqVP
＜優先カテゴリー＞
・現在はフェーズ１B の段階。
【1】フェーズ１A
【2】フェーズ１B
→ 75 歳以上の MD 州居住者への接種開始
【3】フェーズ１C
→ 65～74 歳の MD 州居住者への接種開始
【4】フェーズ 2
→ 16～64 歳で重症化リスクの高い MD 居住者への接種開始
【5】フェーズ 3
→ 全ての MD 州居住者（16 歳～）への接種開始
◎カテゴリー毎の接種対象者の詳細
https://covidlink.maryland.gov/content/vaccine/
※上記カテゴリーは該当者のワクチン接種開始のタイミングを示すものであり、そのフェーズにあるうちに接
種を済ませる必要があるということではありません。
＜ワクチン接種のための手順＞
【手順 1：ワクチン接種対象者の確認】
MD 州政府ウェブサイトにて、自分がワクチン接種対象者に該当するか確認
◎MD 州 Covid-19 コールセンター
TEL 1-877-319-1525 (8 時～20 時)
【手順 2：予約】
［1］以下のウェブサイトに住所／郵便番号を入力し、付近でワクチン接種を行っている医療機関を検索

https://maryland.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=0dbfb100676346ed9758be319ab3
f40c&find=
［2］選択した医療機関／保健局に直接連絡し予約
※ワクチン投与実施機関により予約方法（電話、オンライン）は異なるようです。
【手順 3：ワクチン接種】
※MD 州では、ワクチン接種に際し持参すべき文書など一律の案内は確認できません。ワクチン接種に関する
詳細や 2 回目接種の方法等については、1 回目の予約時・接種時などに確認することをお勧めします。
＜今後の見通し＞
・1 月 25 日に接種対象を「フェーズ１C」（含：65～74 歳の MD 州居住者）に拡大予定。

＝＝＝ バージニア州 ＝＝＝
＜特設ウェブサイト＞
https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine/
・「よくある質問」
https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-faq/vaccination/
＜優先カテゴリー＞
・保健局の管轄区（保健地区：Health District）ごとにフェーズは異なるが、いずれの地区も現在はフェー
ズ 1a または 1b。
【1】フェーズ１a
【2】フェーズ１b
→ 65 歳以上の VA 州居住者への接種開始
→ 16～64 歳で重症化リスクの高い VA 州居住者への接種開始
【3】フェーズ１c
【4】その他 VA 州居住者（16 歳～）
◎カテゴリー毎の接種対象者の詳細
・フェーズ 1a
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/191/2021/01/Phase-1a-In-Depth.pdf
・フェーズ 1b
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/191/2021/01/Phase-1b-In-Depth.pdf
・フェーズ 1c
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/191/2021/01/Phase-1c-In-Depth.pdf
※上記カテゴリーは該当者のワクチン接種開始のタイミングを示すものであり、そのフェーズにあるうちに接
種を済ませる必要があるということではありません。
＜ワクチン接種の手順＞
【手順 1：ワクチン接種対象者の確認】

以下のウェブサイトにより、自分がワクチン接種対象者に該当するか確認
（１）「COVID-19 Vaccine Phase by Health District」
https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine/phase-by-health-district/
→保健地区ごとのフェーズ（接種対象者）、管轄保健局の連絡先やウェブサイトが確認できる。
（２）「When Can I Get Vaccinated?」
https://vdh.jebbit.com/amkwk6m1?L=Owned+Web&JC=Vaccine
→ 自分がどのフェーズに該当し、既に接種対象になっているかどうかを確認することができ、また、今後の
ワクチン接種のタイミング等に関する情報受信のための配信登録ができる。
【手順 2：予約】
※VA 州保健局は、ワクチン接種の状況に関し、以下のとおり説明しています。
・ワクチン供給の不足により、既にフェーズ 1b に移行している保健地区を含め、各フェーズ内の接種対象者
に優先順位をつけて接種が進められている。
・1b に属する一般居住者（65 歳以上および 16～64 歳で重症化リスクが高い居住者）が、いつ・どのように接
種が受けられるかについては、今後、保健局や医療機関から情報が発出される。
・保健地区ごとにワクチン接種の事前登録を受付けるシステムの構築を進めている。（注：州政府の保健局で
はなく、地方政府（郡・独立市）がワクチン投与の主体となっている一部地域では、すでに独自の事前登録シ
ステムを運用している場合がありますので、上記（１）のリンクからお住まいを管轄する地方保健局のウェブ
サイトをご確認ください。）
＜今後の見通し＞
・1 月末までに全ての保健地区においてフェーズ 1b へ移行する予定。
・フェーズ 1c への移行時期は未定。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
（注）できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係する事項については、米側当局
が提供する情報に依拠してください。

※この領事メールは、DC・MD 州・VA 州の在留邦人および「たびレジ」登録者の皆様へ配信しています。

■在アメリカ合衆国日本国大使館
住所：2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.
電話：202-238-6700（代表）
ＨＰ：https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◎新型コロナウイルス関連情報はこちら
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid-19.html
◎領事メールのバックナンバーはこちら
https://www.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_mail.html

