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新型コロナウイルスにおけるワクチン接種(職域接種)実施にかかわる注意事項とお願い 

 
 
 平素は、本学の教育研究活動に、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 
先般(令和 3 年 6 月 11 日付)、本学 Web サイトに公表しておりますとおり、政府の方針

に則り、地域社会貢献の一環、学生・教職員と学園関係者の感染対策、教育の質保証にかか
わる対面授業と課外活動を含む学生生活の環境を向上させるため、新型コロナウイルス感
染症におけるワクチン接種(職域接種)について、ワクチン接種を希望される方のみを対象に
実施いたします。 
ワクチン接種に際しては、趣旨と別添の注意事項とお願いをご確認いただき、ワクチンの

有効利用についても、ご理解とご協力いただけますようお願いいたします。 
 

【大阪産業大学職域接種会場(受付)】 
・ワクチン接種(問診)会場 16 号館 2階 会議室 
・ワクチン接種受付(経過観察場所) 16 号館 2 階 食堂(ふじカツ) 
・接種期間 下記の期間(お盆の期間を含む)  ※ただし土日祝を除く 

※詳細は予約受付専用サイトおよび別添の「3.」を確認ください 
１回目の接種期間：7月 8 日(木)～8月 24 日(火) 9：30～16：00 
２回目の接種期間：8月 10 日(火)～9月 24 日(金) 9：30～16：00 

 
【大阪産業大学職域接種予約受付(専用サイト)】 

・7月 2 日(金) 学籍番号(入学年度)別に予約受付専用サイトの「URL」を 
 ポータルにて案内 ※詳細は別添の「3.」を確認ください 

・予約受付は予約受付専用サイト「URL」の案内と同時に開始 
 

【ワクチン接種に関するお問い合わせ先】 
・12 号館 1 階 大阪産業大学トラベルセンター 

大阪産業大学職域接種 業務代行 ㈱南海国際旅行 
TEL：072-870-1601 ／ FAX：072-870-2271 
平日 9：30～17：30(お盆等の期間を含む)  ※ただし土日祝を除く 
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【注意事項とお願い】 

 
１．ワクチン接種は任意です（強制ではありません）。ワクチンは無料で接種できます。 
→接種は、保護者やかかりつけの医師と相談し、ご自身の判断で決めてください。特に、
基礎疾患がある方は、主治医とよく相談してください。 

 
２．ワクチン接種には、市町村から届く「接種券(クーポン券)」と「学生証」が必要です。 
→「接種券(クーポン券)」が届いていない方も、「学生証」があれば本学のワクチン接
種(職域接種)を行うことが可能です。ただし、「接種券(クーポン券)」が届き次第、提
出してください。 
※「接種券(クーポン券)」については、１回目の接種時には届いていないが、２回目
の接種時には届いていることが想定されますので、2 回目の接種時には忘れずに
「接種券(クーポン券)」を持参してください。 

 ※2 回目の接種時にも「接種券(クーポン券)」が届いていない方は、届き次第、提出
して下さい。 
〔提出場所〕 12 号館 1階  大阪産業大学トラベルセンター 

 大阪産業大学職域接種 業務代行 ㈱南海国際旅行 
 ※「学生証」を忘れないようにしてください。学生証を忘れた場合、免許証・マイナ

ンバーカード・パスポートなど顔写真の貼付された本人確認できるもので代える
ことは可能ですが、学生証・免許証など本人確認できるものがない場合は接種でき
ませんので注意してください。 

 
３．ワクチンは、武田/モデルナ社製ワクチンを使用するため、4 週間以上間隔をあけて

2 回接種します。接種は１回目と２回目の両方が同じ(大阪産業大学職域接種)会場です。 
→【大阪産業大学職域接種予約受付(専用サイト)】から、必ず１回目と２回目の２回分
の予約を同時に行ってください。１回目の予約登録後に、４～5 週間後の接種可能な
２回目の日程が表示されます。 
【予約受付専用サイト「URL」のポータル配信日時】※同時に予約受付を開始 
・7月 2 日(金) 10 時～ 大学４回生以上(学籍番号上 2桁が 18 以前)・大学院生 
        12 時～ 大学 3 回生(学籍番号上 2桁が 19) 
        14 時～ 大学２回生(学籍番号上 2桁が 20) 
        16 時～ 大学１回生(学籍番号上 2桁が 21)・その他在籍学生 

【接種日（1回目・2回目）】※土日祝除く 
 １ 回 目  ２ 回 目 
第１ブロック 7 月 8日～7月 12 日 ➡ 8 月 10 日～8月 13日 
第２ブロック 7 月 13 日～7月 16日 ➡ 8 月 17 日～8月 20日 
第３ブロック 7 月 19 日～7月 21日 ➡ 8 月 25 日～8月 27日 
第４ブロック 7 月 26 日～7月 30日 ➡ 8 月 30 日～9月 3 日 
第５ブロック 8 月 2日～8 月 6日 ➡ 9 月 6日～9月 10 日 
第６ブロック 8 月 10 日～8月 16日 ➡ 9 月 13 日～9月 17日 
第７ブロック 8 月 23 日～8月 24日 ➡ 9 月 21 日～9月 24日 
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【接種時間】 

 
 
 
 
                                        
                                               
 
 
 
 
４．ワクチン接種予約では、極力授業時間（レポートや課題提出日を含む）と重ならない
日時を選択し、接種後は速やかに帰宅できる時間に予約してください。 
→やむを得ず、接種日時が授業と重なる場合には、事前に Web Class から、授業科目
の担当教員に事情を説明し、指示を受けてください。 

 
５．ワクチン接種当日は、登校前に自宅での検温をお願いします。また、入構時には大学
内の検温所（手指消毒を含む）を経て、接種会場に入室してください。 
→ワクチン接種当日に、明らかに発熱(通常 37.5度以上)している方は接種できません。 
※接種を控えられる場合には、お手数をお掛けしますが、必ず、キャンセルのご連絡
を【ワクチン接種に関するお問い合わせ先】までお願いします。 

 
６．やむを得ない事情等により、接種予約を変更・キャンセルされる場合には、必ず、【ワ
クチン接種に関するお問い合わせ先】まで、ご連絡をお願いします。 
→接種予約の変更・キャンセル後の新たな接種予約方法等については、お問い合わせ先
の案内に従って対応をお願いします。 

 
７．ワクチン接種後の当日と翌日は、一定の安静を要するため、接種後当日は速やかに帰
宅してください。翌日は、自宅でのリアルタイムオンライン授業の受講を推奨します。
なお、必要に応じて、下の「９．」の要領で科目の担当教員に相談してください。 
→ワクチン接種当日は、接種会場にて約 15 分間（基礎疾患などがある方は状況に応じ
て約 30 分間）の経過観察の後、速やかに帰宅してください。なお、帰宅途中または
翌日に、体調に異変を感じた場合には、躊躇せず、救急搬送（119 番）を要請してく
ださい。 

 
８．ワクチン接種した後、自宅でいわゆる副反応により、体調が芳しくない場合は、かか
りつけの医師か、最寄りの医療機関で受診してください。副反応については、接種前に
問診票に添付される案内や厚生労働省の HP を参照ください（20 歳前後の若年層で心
筋炎(入院必須)の副作用への注意を含む）。 

 →特に、ひとり暮らし（下宿）している方は、万が一の副反応等に備えて、近隣の医療
機関の確認や家族との連絡体制など、準備や対策を整えてください。 

 

午前の部 午後の部 
9：30～10：00 14：00～14：30 

10：00～10：30 14：30～15：00 
10：30～11：00 15：00～15：30 
11：00～11：30 15：30～16：00 
11：30～12：00 ※16：00～16：30  
12：00～12：30  

※ 16:00～16:30 はワクチン廃棄 
 を回避するため急な日時変更 
 の対応が可能な職員の時間帯 
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ごく稀ですが、今回の接種に使用するmRNA 型ワクチン接種に関連して、心筋炎を
発症することがありますのでご注意ください。 

  ・参照URL ： https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000790041.pdf  
※急を要する場合（例えば、息苦しい、胸が痛い、24 時間以上の高熱（38 度以上）
の持続などの場合）には、躊躇せず、救急搬送（119 番）を要請してください。 

 
９．ワクチン接種や副反応により、授業の受講、試験の受験、課題等の提出などが困難な
場合、Web Class のメッセージ機能等を利用して、担当の先生に接種会場で受け取った
「接種証明書」の写真を送付し、事情を説明して指示を受けてください。 
※欠席届の提出は不要です。 

 
 
【ワクチン接種に関する注意事項】 

・COVID-19 ワクチンモデルナ筋注の接種を受ける方へ（武田薬品工業㈱） 
URL ： https://www.pmda.go.jp/RMP/www/400256/27928fae-f416-400e-8fcd-

dcb16c0b0aa0/400256_631341EA1020_02_001RMPm.pdf  
・厚生労働省URL ： https://www.mhlw.go.jp/ 

 
以上 
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