
5歳以上11歳以下の者への
新型コロナワクチン接種施設向け
説明会

広島市健康福祉局保健部
健康推進課ワクチン担当

日時：令和４年２月１５日（火） 19時～
場所：Web（zoom）



Ⅰ部 小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種

について

Ⅱ部 小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種

に係る質疑応答について（事前受付）

次第
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Ⅰ部 小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種

について

Ⅱ部 小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種

に係る質疑応答について（事前受付）
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マスター タイトルの書
式設定

本市の接種スケジュール

本市の小児（5～11歳）への接種スケジュールは、下表のとおりとなっている。

4

2月 3月 4月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

★小児ワクチン配送（2/28週）【国からの直送】

●接種券の発送（約7.6万人）（3/1）

★小分け配送申し込み開始（2/21～）

●厚生科学審議会（2/10）

省令改正（～2/28）

接種開始（3/5～）

新たに接種対象者（5歳）となる
方への接種券の発送時期等につ
いては、後日お示しします。接種券の到達（～3/4）

★小分け配送開始（3/7～）
4

●小児ワクチン説明会（2/15）



マスター タイトルの書
式設定

本市の接種対象者の概数

本市の接種対象者の概数は次のとおりとなっている。

第1クール（2/28週）、第2クール（3/7週、14週）の合計で 30,600回分（15,300人分）となっている。

【参考】 令和4年3月までに本市へ供給されるワクチン量

► 本市の5～11歳の人数：約７．６万人

区ごとの5～11歳の人数（令和3年12月末現在）

※令和3年12月以降に接種対象者（5歳）となる方を除く。
※令和3年12月以降に大人用の接種対象者（12歳）となる方を含む。

「住民基本台帳による広島市の年齢別人口（令和3年12月末現在）」より
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5（第3クール（4月以降）の供給スケジュール・供給量については、決定次第、国から示される予定。）



マスター タイトルの書
式設定

小児へのワクチン接種の概要

小児へのワクチン接種の概要は次のとおりとなっている。

6

項目 内容

①対象者

５歳以上１１歳以下

②接種回数、接種間隔
３週間の間隔をおいて２回接種

③用法・容量
・1.3mlの生理食塩液で希釈し、1回当たり0.2mlを筋肉内に注射
・1バイアル当たり10回採取可能

※  具体的なワクチンの取扱いについては、後のスライド参照。

令和4年2月10日に開催された第30回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分

科会において、次の方針が示された。

使用するワクチンは1回目の接種時の年齢に基づいて判断する。

（1回目の接種時において11歳であった者は、2回目接種までに12歳の誕生日を迎えた場合

にも、2回目接種では小児（5～11歳）用のワクチンを使用する。）

※ 1回目の接種から3週間を超えた場合には、できる限り速やかに2回目接種を実
施すること。

手引き 第１章②
P3



マスター タイトルの書
式設定

複数ワクチンの取扱い

本市においては、間違い接種防止の観点から、同時期に1医療機関で取り扱うワクチンは2種類までとしていたが、更なる
接種の加速化のため、同時期に1医療機関で取り扱うワクチンは３種類まで可能とする。この場合においても、以下のポイ
ントに十分注意し、間違い接種がないように留意する必要がある。

手引き 第１章①
P1～2

複数種類を扱うときに間違いを防止するポイント

⚫ 複数種類の新型コロナワクチンの接種を混同しないよう、ワクチンごとに接種日時や接種を行う場所（例：部

屋）を明確に分けること。

⚫ 同一の冷蔵庫・冷凍庫内において複数の新型コロナワクチンを保管する場合は、容器・管理を明確に分けること。

⚫ 新型コロナワクチンの管理については、複数人での確認を徹底するとともに、接種関連器具・物品を区分し、責任

者・担当者を置くこと。 7

本市における複数ワクチンの取扱い

接種を加速化させるため、

同時期に1医療機関で取り扱うワクチンは３種類 まで可能とします。

ファイザー（12歳以上用） モデルナ（3回目）

＋ ＋
ファイザー（5～11歳用）

＜具体例＞

また、今後は、武田/モデルナ社ワクチンを使用した初回接種(1,2回目接種)も可能とします。



マスター タイトルの書
式設定

V-SYSへの登録

各医療機関等において、小児用ファイザー社ワクチンを取り扱うためには、VーSYSにおいて、①医療機関情報の登録、②
医師情報の登録・更新の手続きを行う必要がある。

手引き 第１章③
P6

手続きの流れの詳細については、本市作成の手引き（P.4）により御確認ください。
8

【医療機関情報の登録の例】

（令和3年11月17日新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治説明会（第９回 ）より）



マスター タイトルの書
式設定

小児用ファイザー社ワクチンの基本情報①

小児（5～11歳）用のワクチンと一般（12歳以上）用のワクチンは、 1バイアルから採取できる回数や保管方法等が異
なるため、取扱いには注意が必要となる。

手引き 第２章④
P26～27

ファイザー社（5～11歳用） ファイザー社（12歳以上用）

商品名 コミナティ筋注（5～11歳用） コミナティ筋注

バイアルサイズ
ワクチンキャップの色

容量 １．３ml ０．４５ml

生理食塩水による希釈 １．３ml １．８ml

接種用量 ０．２ml ０．３ml

採取回数 １０回/バイアル ６回/バイアル

16.25㎜

31㎜

16.25㎜

31㎜

キャップの色：橙 キャップの色：紫

9



マスター タイトルの書
式設定

小児用ファイザー社ワクチンの基本情報② 手引き 第２章④
P26～27

ファイザー社（5～11歳用） ファイザー社（12歳以上用）

保存期間

解凍時間

温度管理
希釈後は、
2℃～30℃で12時間以内 かつ
室温で解凍を始めて24時間以内に使用

希釈後は、
2℃～30℃で6時間以内に使用

保存温度 保存可能期間

-90℃～-60℃ 9か月保存可能

-25℃～-15℃ 保存不可

2℃～8℃ 10週間保存可能

保存温度 保存可能期間

-90℃～-60℃ 9か月保存可能

-25℃～-15℃ 14日保存可能

2℃～8℃ １か月間保存可能

解凍温度 解凍時間

2℃～8℃ 4時間

室温 30分以内

解凍温度 解凍時間

2℃～8℃ 3時間

室温 30分以内

10



マスター タイトルの書
式設定

小児用ファイザー社ワクチンの留意事項 手引き 第２章④
P26～27

► 12歳以上用のファイザー社ワクチンとは成分や接種用量が異なるため、誤接種しないよう細心の注意を払って接種を
行ってください。

► １バイアルから10回以上採取ができる場合は、それを接種に使用して差し支えありません。

► 冷蔵庫の種類によっては、2~8℃で維持できない場合がありますので、ご留意ください。

► 室温で解凍後は、再凍結・再冷蔵はできません。

► －25℃～－15℃での冷凍保存はできません。

► 往診の際など、希釈した状態でワクチンを運ぶ必要がある場合は、接種用の針・シリンジへ充填した状態で運び、12
時間以内に接種してください。（12歳以上用は6時間以内）

小児用ファイザー社ワクチンの留意事項

11（「ファイザー新型コロナワクチンに係る説明資料」より）

【誤接種防止策】
各製剤の混同防止のため、「12歳以上用製剤シリンジシール」、「5～11歳用製剤シリンジシール」がワクチン配
送に合わせて配布されますので、必要に応じてご活用ください。



マスター タイトルの書
式設定

小児用ファイザー社ワクチンの温度管理① 手引き 第２章③
P25

12（「ファイザー新型コロナワクチンに係る説明資料」より）



マスター タイトルの書
式設定

小児用ファイザー社ワクチンの温度管理② 手引き 第２章③
P25

13（「ファイザー新型コロナワクチンに係る説明資料」より）



マスター タイトルの書
式設定

ワクチンの配送（国からの直送の場合）

本市では、小児用ファイザー社ワクチンについて、国からの直送による配送を基本としていたことから、第1クール（2/28週）
は国から各医療機関へ直接ワクチン及び必要物品が配送される。
第2クール（3/7週、14週）以降については、他のワクチンと同様に小分けして配送することとしている（後述） 。

手引き 第２章①
P5～15

ワクチン受領までの流れ

1箱（10バイアル）が最小単位

100回分（1バイアル10人分）

14

医療機関広島市

国内倉庫

① 本市及び医療機関による
ワクチン分配数量の調整

② 希望数量の登録

④ 納入数量・
納入日確認

③ 分配量確定

⑤ ワクチンの配送

V-SYS



マスター タイトルの書
式設定ワクチンの配送（国からの直送の場合）

- V-SYSへの登録 -

手引き 第２章①
P5～15

①本市及び医療機関によるワクチン分配数量の調整
②希望数量の登録（V－SYS）

15

希望箱数を入力 ページ下部の
「登録」をクリックします。

【V－SYSでのワクチン希望数量の登録】

※ 第1クール（2/28週）は登録済み。第2クール（3/7週、14週）以降は他のワクチンと他のワクチンと同様に小分け
配送することとしているため、登録不要。

（令和4年1月28日新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治説明会（第11回 ）より）



マスター タイトルの書
式設定ワクチンの配送（国からの直送の場合）

- V-SYSでの確認 -

手引き 第２章①
P5～15

③分配量確定
④納入数量・納入日確認

16

【V－SYSでのワクチン納入数量・納入日確認】

手続きの流れの詳細については、本市作成の手引きやV－SYS操作マニュアルにより御確認ください。

①分配量の確認をクリックします。

②分配量及び納入予定日を確認します。

分配量 納入予定日



マスター タイトルの書
式設定ワクチンの配送（国からの直送の場合）

- ワクチンの受領① -

手引き 第２章①
P5～15

ワクチン受領の流れ

17

配送箱を受け取る前に、ご準備日の冷蔵庫が所定の温度を維持できることを確認してください。配送日前日・当日に、

V-SYSに登録されたワクチン保管管理責任者へ配送業者から連絡があります。

（ファイザー新型コロナワクチンに係る説明資料より）

配送方法

• 写真付きの職員証をご準備の上、配送業者からワクチンを受け取ってください。

• 配送業者が温度モニター装置を確認・停止しますので、温度逸脱がないかご確認いただき、問題なければ、受取

証に受け取り日時・サインを記入してください。

配送日・配送時間の指定はできません。

休診日にも配送される可能性があります。



マスター タイトルの書
式設定ワクチンの配送（国からの直送の場合）

- ワクチンの受領② -

手引き 第２章①
P5～15

ワクチン配送セット

18

ワクチンは次のいずれかの配送箱で配送されます。
（ファイザー新型コロナワクチンに係る説明資料より）

後日返却を依頼してください。
（返却方法は後述）

その場で返却してください。

5～11歳用_ドライアイス入り 5～11歳用_蓄冷材入り



マスター タイトルの書
式設定ワクチンの配送（国からの直送の場合）

- ワクチンの受領③ -

手引き 第２章①
P5～15

ワクチンの受領

19

（ファイザー新型コロナワクチンに係る説明資料より）

配送箱の内蓋を取り外し、耐冷手袋を着用した状態で、ドライアイス容器/蓄冷材を取り出してください。バイアル箱を取り

出し、ワクチンの有効期間を確認の上、バイアル箱はそのまま冷凍庫/冷蔵庫に入れ、所定の温度で保存してください。

• 配送箱は換気が十分で、直射日光を避けられる場所で保存してください。
※換気が不十分な空間でドライアイスを取り扱うと、二酸化炭素が充満し酸欠のおそれがあります。

配送箱を使用する場合の注意事項



マスター タイトルの書
式設定ワクチンの配送（国からの直送の場合）

- ワクチンの受領④ -

手引き 第２章①
P5～15

配送箱の返却

20

ドライアイス入りの配送箱は、遅くとも受け取ってから２０日以内に配送業者に電話して返却を依頼してください。

不要になったドライアイスなどの破棄

手順 イメージ

① 配送箱に記載されている”返却受付番号”に電話し、返却希望日時・病院名・
住所を伝えてください。

② 配送箱に記載されている手順に従い、あらかじめ接着してある接着テープの裏張
りを剥がし、温度モニターのケーブルを中に入れて配送箱を閉じてください。

③ 配送業者が取りに来たら、配送箱を渡し、送り状の控えを受け取ってください。

換気の十分な室温の場所で配送箱を開け、ドライアイ

スを昇華（気化）させてください。

（ファイザー新型コロナワクチンに係る説明資料より）



マスター タイトルの書
式設定ワクチンの配送（国からの直送の場合）

- ワクチンの受領⑤ -

手引き 第２章①
P5～15

その他物品の配送

21

ワクチン配送のタイミングとあわせて、以下の物品が配送されます。

（ファイザー新型コロナワクチンに係る説明資料より）

被接種者への配布用資材など・・接種の際にご活用ください。
（いずれも1箱当たりの配送数）

必要量

希釈用生理食塩液・・・接種の際にご活用ください。



マスター タイトルの書
式設定ワクチンの配送（国からの直送の場合）

- ワクチンの受領⑥ -

手引き 第２章①
P5～15

その他物品の配送

22

（ファイザー新型コロナワクチンに係る説明資料より）

ワクチン書類キット・・・接種の際にご活用ください。

※ その他ワクチンとは別のタイミングで配送される物品もあります。

詳しくは本市作成の手引き（P.13 ～P.15 ）を御覧ください。

（いずれも1箱当たりの配送数）



マスター タイトルの書
式設定

ワクチンの小分け配送 - ワクチンの手配 -

医療機関の利便性向上のため、3月7日配送分以降については、ファイザー（12歳以上用）やモデルナワクチンと同様に、
広島市ワクチン予約管理システムからWebで申し込み、1バイアルからの小分け配送を実施する。
医療機関における具体的な手続きの流れは、ファイザー社ワクチンと同様となる。

手引き 第２章②
P16～22

STEP1
ワクチン希望数量
の申込(WEB)

STEP2
配送数量を確認

（WEB）

STEP3

ワクチンの受取

STEP4

ワクチンの保管

STEP１ ワクチン希望数量の申込（WEB）
STEP２ 配送数量を確認（WEB）

⚫ ＷＥＢ申込開始日 令和４年２月２１日（月）

⚫ 入力可能配送日 令和４年３月 ７日（月）以降

⚫ ワクチンの申込期限 配送日の2週間前（3/7～3/11配送分のみ、申込期限を配送日の１週間前とする）

⚫ ワクチンの分配決定 配送日の1週間前（当面の間、希望量どおり）

【申込フォーム・配送数量確認ＵＲＬ】

https://bit.ly/3GKNMEn
23

配送曜日の2週間前 配送曜日の1週間前 配送曜日 接種日まで

（WEB申込開始日までにシステム対応予定）

https://bit.ly/3GKNMEn


マスター タイトルの書
式設定

ワクチンの小分け配送 - ワクチンの受取① -
手引き 第２章②
P16～22

STEP３ ワクチンの受取

【留意事項】

• 小児用ファイザーもファイザー（12歳以上用）やモデ
ルナワクチンと同様週に１回の頻度で配送します。

• 配送日は区ごとに曜日を指定しています。

配送曜日

留意事項

• 3月中旬以降、小児用ファイザー社ワクチンのみ配送業者が変更となる可能性があります。なお、12歳以上

用ファイザー社ワクチン及び武田/モデルナ社ワクチンについては、引き続き本市ワクチン供給センターから配送す

る予定です。 ※ 配送業者変更に伴う医療機関での作業に変更はありません。

24

東区・西区

安佐南区・佐伯区

中区

安佐北区 ※AMのみ

南区・安芸区

月

火

水

木

金

ファイザー
（5～11歳用）

委託業者
ファイザー

（12歳以上用）
モデルナ

（3回目）

ワクチン供給センター



マスター タイトルの書
式設定

①接種用注射針 ②接種用シリンジ ③希釈用針 ④希釈用シリンジ

⑤生理食塩水 ⑥接種シール ⑦情報提供シート ⑧細票明・添付文書等

ワクチンの小分け配送 - 物品詳細① -
手引き 第２章②
P16～22

10本 / 1バイアル 10本 / 1バイアル 1枚 / 1バイアル

1 部

25

1枚 / 1バイアル1個 / 1バイアル 1 部

1枚 / 1バイアル



マスター タイトルの書
式設定

①被接種者向けメッセージ
配信のお知らせ

②被接種者向けサイトの
ご案内リーフレット

③ワクチン接種記録アプリ
のご案内リーフレット

④コミナティを接種される方
とそのご家族へ

⑤コミナティを接種されるお
子さまと保護者の方へ

⑥新型コロナワクチン接種を検討さ
れているお子さまの保護者の方へ

⑦製剤取違い防止用シー
ル（5～11歳用）

ワクチンの小分け配送 - 物品詳細② -
手引き 第２章②
P16～22

10枚 / 1バイアル 10枚 / 1バイアル 10枚 / 1バイアル

26

10枚 / 1バイアル

1枚 / 1バイアル10枚 / 1バイアル10個 / 1バイアル



マスター タイトルの書
式設定

ワクチンの小分け配送 - ワクチンの保管・管理 -
手引き 第２章②
P16～22

STEP４ ワクチンの保管

①
保冷バッグと段ボールがセットで
届きます。

②
保冷バッグの中にある発泡スチ
ロールの蓋を開けます。

③
医療用手袋を着用し、保冷剤
を取り出します。

④
アルミ内箱の蓋を開け、バイアル
数を確認します。

⑤

バイアルホルダー（及び箱）ごと
冷蔵庫で保管します。
※ホルダーは次回配送時に回収

⑥

配送指示書（配送業者が持
参）に押印等を行います。（保
冷バッグは配送業者が回収）

ワクチンの受取時の流れ
（12歳以上用と同様）

※詳細は手引きを参照

ワクチンの受取後の流れ
（12歳以上用と同様）

◼ 配送された物品の確認
段ボールに同梱されている明細票のチェック欄を活用し、数量の確認
を行ってください。

◼ 情報提供シートの記入
ワクチン受領後、情報提供シートに保管期限を記入してください。
※ 情報提供シートは、３年間保管する必要があります。

ワクチンの管理

◼ 添付文書や手引き等に従い、適切な温度管理を行ってください。
◼ 12歳以上用とは取扱いが異なるので、注意してください。

-90℃～-60℃ 9か月保存可能

-25℃～-15℃ 保存不可

2℃～8℃ 10週間保存可能

※ いずれにおいてもワクチンの有効期限内に限る。 27



マスター タイトルの書
式設定

接種当日の流れ

接種当日の流れは12歳以上のファイザー社ワクチンと同様となるが、一部留意する事項がある（詳細は次のスライド）。

手引き 第３章
P28～37

接種当日の流れ

１ 受付（本人確認）

２ 予診

３ 接種

５ 経過観察

４ 接種済証の交付

６ VRSによる実績登録

28

※ 小児用の接種券については、追加接種に使用している接種一体型予
診票ではなく、初回接種のようなシール型となります。

※ 小児用の予診票については、12歳以上に用いる様式と同様になります。



マスター タイトルの書
式設定

被接種者及び保護者の方との接種前のコミュニケーションについて

接種当日の留意事項・
12歳以上のワクチン接種との相違点①

手引き 第３章
P28～37

１ 受付（本人確認）

29

► 小児への接種の場合、予診票は保護者が記

入します。

► 「新型コロナワクチン接種希望書」の同意欄に

は保護者の自署が必要です。

２ 予診

► 小児への接種の場合、アナフィラキシーショックや心筋炎、心

膜炎など保護者が副反応を検知できるよう十分に説明する

必要があります。

３ 接種

► ワクチンの解凍や希釈の方法など、詳しくは本市作成の手引き

やワクチン製造販売会社のホームページ等を参照してください。

► 小児への接種時は、各被接種者に対して、適切な針長をご

選択ください。

► 過去に本剤以外の予防接種で副反応（アレルギー反応等）を経験した方や、注射や針に対する恐怖感がある方

がいます。また、被接種者やそのご家族で本剤接種や注射、針に対する恐怖感がある方もいます。そのような場合に

は予防接種前、接種中及び接種後の不安や恐怖を軽減するための基本的な対策をとるように十分ご配慮ください。

► 基本的な対策としては、例えば接種前にリラックスできるように処置以外の話題でコミュニケーションをとること等が挙げ

られます。コミュニケーションは個々の年齢・性別、被接種者または保護者に合わせてご対応ください。

（「適正使用ガイド 日本標準商品分類番号876313」より）

保護者氏名（続柄）

【記入方法】



マスター タイトルの書
式設定接種当日の留意事項・

12歳以上のワクチン接種との相違点②
手引き 第３章
P28～37

４ 接種済証の交付

30

► 小児への接種の場合、予防接種の一元管理の観点から、母子健康手帳への記載に加えて、今後のワクチン接種

証明としての利用の観点から、接種済証もあわせて手交を行うようにしてください。

５ 経過観察

► 小児への接種時は、本人が症状を伝えられないことを考慮し、異変により気を配る必要があります。

• 経過観察中に、体調不良を訴える被接種者がいた場合は、即座に、アナフィラキシー対応を行ってくださ
い。（詳細は本市手引き参照）

• 現在、広島県において、副反応等に対応する医療機関体制の検討を行っているため、詳細が決まり次
第、別途御連絡します。

【母子健康手帳イメージ】【接種済証イメージ】



マスター タイトルの書
式設定接種当日の留意事項・

12歳以上のワクチン接種との相違点③
手引き 第３章
P28～37

31

６ VRSによる実績登録

► 予診の結果、接種を行わなかった場合は、（□予診のみ）にチェックを入れ、被接種者へ本市に予診票の再交付

を依頼するようご案内ください。（連絡先：082-504-2834）

► VRSへの入力の際には、接種日等の設定が正しいか御確認の上、登録を行ってください。

また、市外の方を接種された場合も、必ず入力してください。

※ VRSに読み込まないよう御注意ください。
※ 「予診のみ」を誤って読み込んだ場合、速やかに本市に

御連絡ください。（連絡先：082-504-2880）

【よくある登録誤り】

■ 接種場所が会場名（自宅等）となっている。
⇒ 会場名ではなく、病院・診療所名を入力してください。

■ 接種日の入力が誤っている。
⇒ 読取した日ではなく、接種した日を登録してください。

■ ワクチンのロット№の入力が誤っている
⇒ 入力後には正しい番号が入力できているか確認するようにしてください。



マスター タイトルの書
式設定

費用請求①

広島県内の医療機関については、本市住民を対象とした接種に係わる費用請求についても、当該接種を行った日が属す
る月の翌月に広島県国民健康保険団体連合会へ請求してください。

手引き 第４章
P38～40

32

＜提出先＞ 〒730-8503 広島市中区東白島町19番49号 国保会館

広島県国民健康保険団体連合会 審査管理課 宛

＜提出期限＞ 毎月１０日（休日にあたる場合は、翌営業日までに提出する。）

請求先・請求期限

時間外の請求

令和３年１２月請求以降、※1新様式及び追加接種用の予診票で接種した「時間外・休日加算」についても国
保連へ請求することが出来ます。
ただし、※2旧予診票により請求を行う場合は、従来どおり、接種費用は国保連へ、時間外・休日加算は、本市へ
請求してください。

(※1) 1・2回目用予診票で、医療機関記入欄に時間外請求等のチェック欄が追加されたもの
(※2) 1・2回目用予診票で、医療機関記入欄に時間外請求等のチェック欄の記載がないもの

チェック欄の有無で「時間外・休日加算」請求の請求先が変わります。



マスター タイトルの書
式設定

費用請求② 手引き 第４章
P38～40

33

小児（５歳以上１１歳以下）の被接種者のうち、６歳
未満の小児への接種については、費用加算があります。

V－SYS登録手順（請求総括表の様式について）



マスター タイトルの書
式設定

ワクチンの廃棄があった場合

やむを得ずワクチンを廃棄することになった場合は、本市から「新型コロナウイルスワクチン取扱い事故報告書」の様式を受け
取り、記入・提出するする必要がある。また、あわせてV-SYSへ廃棄したバイアル本数の登録が必要となる。

手引き 第４章
P41～42

34

廃棄に至った経緯や再発防止策につ
いて記入してください。

【新型コロナウイルスワクチン取扱い事故報告書】

① V-SYSにログインし、「ワクチン廃棄量等の報告」をクリックし
ます。

② 「対象のワクチンの種類」を「ファイザー（５歳以上１１歳
以下）」に切り替えます。

③ 画面最下部の「廃棄数の報告」へ廃棄数を入力し、登録ボ
タンをクリックします。

V-SYS登録手順



マスター タイトルの書
式設定

ワクチンロス対策①

本市においては、小児用ワクチンを無駄なく有効活用するため、『Ⓐ接種前日までの接種枠に空きがある場合』及び『Ⓑ接
種当日の接種枠に空きがある（発生した）場合』の取組みを行っている。詳細は、手引きを参照。

手引き 第４章
P47～50

Ⓐ接種前日までの接種枠に空きがある場合

小児ワクチン用
ワクチンロス対策

35



マスター タイトルの書
式設定

ワクチンロス対策② 手引き 第４章
P47～50

36

Ⓑ接種当日の接種枠に空きがある（発生した）場合

既存のLINEを活用したワクチンロス対策



マスター タイトルの書
式設定

依頼事項（医療機関の皆さまへ）

本市の小児へのワクチン接種については、3月５日（土）から接種開始することとしているが、医療機関に
よっては、接種体制の整備に時間を要することから、 3月５日（土）から接種開始できないところもあります。

手引き 第４章
P47～50

37

接種希望者の利便性向上の観点から、一定の期間、市ホームページへ接種開始状況を掲載したいと考えて
います。

つきましては、２月中旬～接種券の発送（３月１日）までに、市ホームページのアンケートフォームを活用し
て接種開始（予定）日の照会をさせていただきます。お忙しいところ申し訳ございませんが、御回答をよろしく
お願いいたします。

【市ホームページ掲載イメージ】
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参考文献・サイト

• 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き（6.0版）
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html）

• 第11回 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体向け説明会
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23646.html）

厚生労働省

• ファイザー新型コロナウイルスワクチン 医療従事者専用サイト
（https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/#/）

ファイザー株式会社

• 小児用ファイザー社ワクチン接種の手引き ～医療機関向け～
（https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/248621.html）

• 新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）について（医療機関等専用ページ）
（https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/248621.html）

広島市

38

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23646.html
https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/#/
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/248621.html
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/248621.html
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お問合せ先 手引き 第１章①
P●～

V-SYSサービスデスク

電話番号：０５０－３１７４－１５０５

対応時間：午前８時～午後７時（土日祝除く）

V－SYSの操作方法

広島市健康福祉局健康推進課

電話番号：０８２－５０４－２８３４

対応時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝除く）

接種券の発行申請

ワクチンの配送、ワクチンの廃棄、その他ワクチン接種に関すること

広島市健康福祉局健康推進課

電話番号：０８２－５０４－２８８０（医療機関専用ダイヤル）

対応時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝除く）
39

ファイザー新型コロナウイルスワクチン 専用ダイヤル

電話連絡：０１２０－１４６－７４４

受付時間：午前９時～午後８時（平日・土曜日）

ワクチンに異物を確認した場合



Ⅰ部 小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種

について

Ⅱ部 小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種

に係る質疑応答について（事前受付）

40



マスター タイトルの書
式設定小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種に係る質疑応答に

ついて（事前受付）

小児用（５歳～１１歳）ファイザー社ワクチンを接種した場合は、１２歳以上の方を接種した場合と
同様に「接種済証」にロット番号シールを貼付すべきか。

Q１

小児用（5歳～11歳）ファイザー社ワクチンを接種した場合は、予防接種の一元管理の観点から、
接種済証とみなすことができる内容を母子健康手帳に記載してください。
さらに、 今後のワクチン接種証明としての利用の観点から、12歳以上の方に接種した場合と同様に、
接種済証の交付も行うようにしてください。

A１

41



マスター タイトルの書
式設定小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種に係る質疑応答に

ついて（事前受付）

小児用（５歳～１１歳）ファイザー社ワクチンを接種した場合の「被接種者同意欄」の署名は、保護
者が行うことで良いか。

Q２

被接種者が、１６歳未満の場合の「被接種者同意欄」は保護者による署名が必要になります。
具体的には、「保護者氏名（続柄）」と記入してください。

A２

42



マスター タイトルの書
式設定小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種に係る質疑応答に

ついて（事前受付）

小児用（５歳～１１歳）ファイザー社ワクチンの接種間隔は、１２歳以上のファイザー社ワクチンの初
回接種と同じ考え方で良いか。

Q３

令和4年2月10日に開催された第30回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、１２歳
以上のファイザー社ワクチンと同様に、
「１２歳以上のファイザー社ワクチンの初回接種（１，２回目接種）と同様に、１回目接種から１
８日以上の間隔をおいて、原則２０日経過後に２回目接種を行う。また、他の予防接種を初回接
種（１，２回目接種）の前後に行う場合においては、原則として１３日以上の間隔をおき、他の予
防接種と同時に同一の接種対象者に対して行わない。」
とする方針が示されています。

A３

43



マスター タイトルの書
式設定小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種に係る質疑応答に

ついて（事前受付）

今回、接種対象者となっている５歳～１１歳以下の児童について、接種当日に満５歳に到達してい
れば接種可能と考えて良いか。

Q４

A４

44

接種の対象年齢に達しているかは、接種を受ける日が基準となります。したがって、小児用ファイザー社
ワクチンは、接種を受ける日が５歳になる誕生日の前日から１２歳の誕生日の前々日まで接種が可
能です。



マスター タイトルの書
式設定小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種に係る質疑応答に

ついて（事前受付）

1回目接種時点で11歳だった者が、3週間後の2回目接種日時点で12歳になる場合、小児用ファイ
ザー社ワクチン又は12歳以上用ファイザー社ワクチンいずれを接種すればよいのか。

Q５

小児用新型コロナワクチンでは、１回目の接種時の年齢に基づいて判断します。
１回目の接種時に11歳だった者が、２回目の接種時までに12歳の誕生日を迎えた場合、２回目接
種にも小児用ワクチンを使用します。
（厚労省HP 「５～11歳の子どもへの接種（小児接種）についてのお知らせ」ページより）

A５
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マスター タイトルの書
式設定小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種に係る質疑応答に

ついて（事前受付）

今後、ファイザー社ワクチン（12歳以上用）と同じように分配上限枠を設ける予定はあるのか。

Q６

A６
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国からの供給量や接種状況等を総合的に勘案した上で別途検討します。



マスター タイトルの書
式設定小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種に係る質疑応答に

ついて（事前受付）

小児への接種は何日先まで予約を受け付けてよいか。
12歳以上のワクチン接種と同様に、ワクチン供給の観点から予約受付期日が設定されるのか。

Q７

A７

47

今後の国からの供給量や接種状況等を総合的に勘案した上で、別途検討します。
なお、当面の間は、第1クールで国から直送されるワクチン（1箱=10V=100回分）
を御利用ください。



マスター タイトルの書
式設定小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種に係る質疑応答に

ついて（事前受付）

小児用ファイザーワクチンは１バイアル10回分とあるが、シリンジ・針の種類によって11回分以上採取で
きた場合、許容されるか。

Q８

A８
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医療機関の判断で10回を超えて採取・接種することを妨げるものではありません。



マスター タイトルの書
式設定小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種に係る質疑応答に

ついて（事前受付）

3月7日以降のワクチン小分け配送の場合、どの温度帯で配送されるのか。
12歳以上用ワクチンと同様に冷凍（-25～ -15 ℃）での配送となるのか。

Q９

小児用ファイザー社ワクチンは、 -25～ -15 ℃での冷凍保存はできないため、2～8℃の冷蔵での配
送を予定しております。
１２歳以上用ファイザー社ワクチンを冷凍保存している場合は、取扱いが異なりますのでご注意ください。
（小児用ファイザー社ワクチン接種施設向け手引き ２３ページ参照）

A９
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マスター タイトルの書
式設定小児用ファイザー社ワクチンを使用した個別接種に係る質疑応答に

ついて（事前受付）

筋肉量が少ない上腕の三角筋ではなく、臀部や大腿部への接種可能か。

Q１０

A１０

50

新型コロナワクチンの接種部位については、三角筋中央部が標準的な接種部位です。ただし、明らかに
三角筋の筋肉量が少ない場合は、大腿前外側部に接種することも可能です。
なお、臀部への接種は不適切とされています。


