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遼寧省がコロナワクチンのブースタ接種強化を開始 

新华网 www.news.cn 2023-01-11 12:05:42 来源： 健康报 

-------------------------------------------------------------------------------- 

最近、遼寧省が『新型コロナウイルスワクチンの第二回目追加免疫接種実施計画』を策定し、発行した。

現在、遼寧省は、既に新型コロナウイルスワクチンの二回目追加接種活動をスタートしている。感染リス

クの高い高齢者や 60歳以上の高齢者、重篤な基礎疾患を有する人および免疫力の低下している人を主要タ

ーゲット層とし、『できるだけ自発的な接種』（宮本注： 原文は『愿接尽接』となっていますが、どうも意

味不明）を実施している。現段階では、ブースタ接種の 1 回目接種完了者は、2度目の追加接種を受けられ

る。 

 

省は、各地がワクチン接種による安全を一番とし、接種実施を規範化するようにと要求し； 二級以上の

総合病院には救急外来のスタッフを常駐させること； 救急設備と医薬品を有すること；120（日本でいう

119 のこと）用の救急車を即応体制で常駐配備すること；二級以上の総合病院には「グリーンチャネル（優

先チャネルのこと）」を設置することという『四つの有る』を厳格に実施することを要求している。 予防

接種の実施単位は、追加接種者の接種情報登録と、ワクチン・フローの管理を強化し、ワクチン接種計画

情報システムと予防接種証明書の内容を速やか且つ正確に更新せねばならない。 

（記者： 鄒 欣芮、 特約記者： 郭 叡琦） 

 

http://www.news.cn/health/20230111/6c691ac739154640a57793edc0e74432/c.html 

 

 

Liaoning starts the second dose of the Covid-19 vaccine to boost injections 
Xinhuanet www.news.cn 2023-01-11 12:05:42 Source: Health News 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Recently, Liaoning Province formulated and issued the "Implementation Plan for the Second Dosage of Covid-19 

Vaccine Booster Immunization". At present, the province has launched the second dose of Covid-19 vaccine booster 

injection work, with the high-risk groups of infection, the elderly over 60 years old, the people with serious underlying 

diseases and the people with low immunity as the key target groups, the implementation of "willing to receive all the 

cases" will be implemented. At this stage, those who have completed the first dose of booster immunization can receive 

the second dose of booster injection. 

 

The province requires that all localities continue to put vaccination safety at the top of the list and standardize the 

organization of vaccination implementation; Strictly implement the "four have" requirements that the vaccination unit 

has emergency personnel stationed in general hospitals above the second level, has emergency equipment and 

medicines, has "120"’s ambulance car on-site on duty, and has green channels for treatment in general hospitals above 

the second level; Vaccination units should do a good job in the registration of vaccination information and vaccine flow 

management for enhanced immunization, and timely and accurately update the relevant content of vaccination records 

in the immunization planning information system and vaccination certificates. 

(Reporter Zou Xinrui, special correspondent Guo Ruiqi) 

 

 

：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 以下は中国語原文 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 

辽宁启动新冠疫苗第二剂加强针接 
新华网 www.news.cn 2023-01-11 12:05:42 来源： 健康报 

-------------------------------------------------------------------------------- 

近日，辽宁省制定印发《新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案》。目前，该省已启动新冠病毒疫苗

第二剂次加强针接种工作，以感染高风险人群、60岁以上老年人群、具有较严重基础性疾病人群和免疫力低

下人群为重点目标人群，实行“愿接尽接”。现阶段，已完成第一剂次加强免疫接种的人员均可接种第二剂加

强针。 

 

该省要求，各地继续把接种安全放在首要位置，规范组织接种实施；严格落实接种单位有二级以上综合医

http://www.news.cn/health/20230111/6c691ac739154640a57793edc0e74432/c.html


院急诊急救人员驻点保障、有急救设备药品、有“120”急救车现场值守、有二级以上综合医院救治绿色通道的

“四有”要求；接种单位要做好加强免疫的接种信息登记和疫苗流向管理，及时准确更新免疫规划信息系统

和预防接种凭证中接种记录相关内容。 

（记者 邹欣芮 特约记者 郭睿琦） 
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