
武田社ワクチン（ノババックス）
接種施設向け説明会

広島市健康福祉局保健部
健康推進課コロナワクチン担当

日時：令和４年７月５日（火） 19時～
場所：Web（zoom）



武田社ワクチン（ノババックス）を使用した個別接種について

次第
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ノババックスの概要

3（令和4年4月28日自治体向け説明会より）
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ノババックスの概要
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項目 内容

①対象者 18歳以上の方

②接種間隔
1，2回目接種

・ 1回目をノババックスで受けた場合

原則、20日の間隔をおいて、2回目を接種

※19日以下の間隔で接種した場合は間違い接種

・ 1回目をノババックス以外で受けた場合

27日以上の間隔をおいて、2回目を接種

3回目接種 2回目接種から6か月以上後に3回目を接種

③用法・用量
・ 1~3回目接種ともに、1回当たり0.5mlを筋肉内に注射

・ 1バイアル当たり10回採取可能

手引き 第1章
P1

2回目

ファイザー/モデルナ
ノババックス/アストラゼネカ

【特に注意！！】 ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンとは、3回目接種の接種間隔
（2回目接種から5か月以上後）が異なりますので御注意ください。

3回目

ノババックス

6か月以上

2回目 3回目

5か月以上

ファイザー
モデルナ

ファイザー/モデルナ
ノババックス/アストラゼネカ
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ノババックスの概要
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手引き 第1章
P2

交互接種（１・２回目接種）

1回目と2回目の接種は、原則、同一のワクチンで受ける必要がありますが、以下の場合には、異なるワクチ
ンでの接種（交互接種）を行うことができます。

➣ 医師が医学的見地から、1回目と2回目に同一のワクチンで接種を受けることが困難であると判断した
場合

➣ 武田社ワクチン（ノババックス）の国内の流通の減少や転居等により、同ワクチンで2回目接種を行うこ
とが困難である場合

※ 接種間隔に御留意のうえ、接種を行ってください。

交互接種（３回目接種）

3回目接種については、1回目・2回目接種で用いたワクチンの種類にかかわらず、使用することが可能で
す。

1回目 2回目

20日の間隔
をおいて

ノババックス ノババックス

1回目 2回目

27日以上の間隔
をおいて

ノババックス以外 ノババックス
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本市のノババックス接種スケジュール
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7月 8月 9月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

★第3-2クール配送（7/4週）【国からの直送】

★第5クール申込期限

（7/25）15時

ノババックスを受け取り次第、個別接種開始（7/4の週以降）

7

●ノババックス説明会（7/5）

●集団接種

（7/2，3）

●集団接種

（7/23，24）

★第4クール配送（7/18週以降）【国からの直送】

★第5クール配送（8/22週以降）

【国からの直送】

8月以降の実
施も検討中

第5クールが最後の
申込機会です。

接種時期は、現時点では、9月30日ま
でとされているため、10月1日以降の接
種の予約は受け付けないでください。

重 要



マスター タイトルの書
式設定

複数種類のワクチンの取扱い 手引き 第1章
P4

複数種類取扱時の留意事項

⚫ 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。

8

区分 5-11歳 12-17歳 18-59歳（※1） 60歳以上 接種間隔

1・2回目接種
(1,2回目は原則同一ワ
クチン)

小児用ファイザー ファイザー ファイザー 3週間（※2）

モデルナ モデルナ 4週間

ノババックス 3週間（※2）

3回目接種
（交互接種可）

ファイザー ファイザー 5か月

モデルナ 5か月

ノババックス 6か月

4回目接種
（交互接種可）

ファイザー 5か月

モデルナ 5か月

※1 4回目接種は、基礎疾患を有する者等のみ（申請要） ※2 1回目と2回目で異なるワクチンを接種する場合は、4週間

【使用可能ワクチン】

対象外

対象外 対象外



マスター タイトルの書
式設定

ワクチンの配送～取扱い 手引き 第2章
P5

ワクチン受領までの流れ

1箱（1バイアル/10回

接種分）が最小単位

9

医療機関

国

① 希望数量
の登録

③ 納入数量・
納入日の確認

② 分配数量の確定

④ ワクチンの受領

V-SYS

県 庁

広島県

ノババックスは、1箱（1ﾊﾞｲｱﾙ/10回接種分）を最小単位として、2℃～8℃の温度帯で、国から接種実施施設へ直接ワ
クチン及び必要物品が配送されます。

【留意事項】

➣ 配送日、配送時間の指定はできません。

➣ 休診日に配送される可能性があります。
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ワクチンの配送～取扱い 手引き 第2章
P5
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【ワクチン受領までの流れ】

区分
作業スケジュール
（第4クール）

作業スケジュール
（第5クール）

実施主体

①希望数量の登録 6月27日（月）15時まで 7月25日（月）15時まで 接種施設

②分配数量の確定 6月30日（木）18時 7月28日（木）18時
・広島県
・国

③納入数量・
納入日の確認

・納入数量の確認
6月30日（木）18時以降

・納入日の確認
別途地域担当卸（セイエル）から連絡
があります。

・納入数量の確認
7月28日（木）18時以降

・納入日の確認
別途地域担当卸（セイエル）から連絡
があります。

接種施設

④ワクチン受領
7月18日の週
又は

7月25日の週

8月22日の週
又は

8月29日の週
接種施設

済

済



マスター タイトルの書
式設定

ワクチンの配送～取扱い

各医療機関において、武田社ワクチン（ノババックス）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・更新の手続を行う必要があります。

手引き 第1章
P3

（令和4年4月28日自治体向け説明会より）

<作業手順＞(①医療機関情報の登録)

V-SYS(https://v-sys.my.salesforce.com/ )にログインし、

取扱ワクチンで「 「武田（ノババックス） 」を選択し、申請

します。

<作業手順＞(②医師情報の登録・更新)

V-SYS(https://v-sys.my.salesforce.com/ )にロ

グインし、医師情報の登録・更新を行います。

https://v-sys.my.salesforce.com/
https://v-sys.my.salesforce.com/


マスター タイトルの書
式設定

ワクチンの配送～取扱い 手引き 第2章
P6

①希望数量の登録（V－SYS）

12

【V－SYSでのワクチン希望数量の登録】

※ 第5クール（8/22の週以降配送）の申込期限は7月25日（月）15時までです。最後の配送になるため、登録漏
れに御留意ください。

（令和4年4月28日自治体向け説明会より）
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ワクチンの配送～取扱い 手引き 第2章
P7

②分配量確定
③納入数量・納入日確認

13

【V－SYSでのワクチン分配数量・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分配数量の確認をクリックします。

②分配数量及び納入予定日を確認します。

分配数量 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～取扱い 手引き 第2章
P8
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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。【ワクチン及びワクチンと一緒に届く資材】

内容 イメージ

①ワクチン

②ロット番号シール

③市販直後調査の案内

1バイアルにつき、1シート
（10回接種分）

ご協力をお願いします。

【ワクチンとは別に届く資材】

内容 写真

①接種用注射針

②接種用シリンジ

H：53ｍｍ
Ｄ：24.5ｍｍ

L：35ｍｍ
W：50ｍｍ
H：80ｍｍ



マスター タイトルの書
式設定

ワクチンの配送～取扱い 手引き 第2章
P10

15

（ヌバキソビッド筋注の取り扱いについてより）
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ワクチンの配送～取扱い

16
（ヌバキソビッド筋注の取り扱いについてより）

手引き 第2章
P10



マスター タイトルの書
式設定

ワクチンの配送～取扱い

項目 武田社ワクチン（ノババックス） ファイザー社（12歳以上）

商品名 ヌバキソビッド筋注 コミナティ筋注

バイアルサイズ

キャップの色

生理食塩水
による希釈

不要 必要（1.8ml）

接種量
1～3回目接種 0.5mL

（現時点では、4回目接種には使用できません）
1～4回目接種 0.3ml

採取回数 10回/バイアル 6回/バイアル

16.25㎜

31㎜

キャップの色：紫

24.5㎜

53㎜

キャップの色：ピンク

手引き 第2章
P11

17
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ワクチンの配送～取扱い 手引き 第2章
P11
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項目 武田社ワクチン（ノババックス） ファイザー社（12歳以上）

保存期間
（穿刺前）

解凍時間
・冷凍保存不可のため、解凍不要
（使用前に常温に戻してください。）

温度管理

・針を刺した後は2℃～25℃で6時間以内に使
用
・シリンジ充填後は2℃～25℃で6時間以内に
使用

・希釈後は2℃～30℃で6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

-25℃～-15℃ 14日

2℃～8℃ １か月間

解凍温度 解凍時間

2℃～8℃ 3時間

室温 30分以内

保存温度 保存可能期間

-25℃～-15℃ 保存不可

2℃～8℃ 9か月

8℃～25℃ 保存不可



マスター タイトルの書
式設定

ワクチンの配送～取扱い 手引き 第2章
P12

武田社ワクチン（ノババックス） ファイザー社（12歳以上）

区分 使用枚数

1～3回目接種
1枚/1バイアル
（10人分）

区分 使用枚数

1～4回目接種
1枚/1バイアル
（6人分）



マスター タイトルの書
式設定

接種当日の流れ

接種当日の流れは他のコロナワクチンと同様です。

接種当日の流れ

１ 受付

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

20

【参考：被接種者が持参する接種券一体型予診票（見本）】

医療機関の皆様へのお願い！！

この予防接種済証は、大切に保管
してもらうようお声掛けをお願い
します。

手引き 第3章
P13
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接種当日の流れ

１ 受付

21

２ 予診

► 接種券などの持参物の確認や健康保険証等により本人確認を行います。

► 予診票の記入漏れがないかを確認してください。※接種間隔を必ずご確認ください。

► 検温を行い予診票に記入してください。

厚生労働省が作成している「予診票の確認のポイント」を参考に、予診票の記入内容を確認します。

掲載箇所URL

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

/vaccine_yoshinhyouetc.html

※内容は適宜更新されますので、上記URLの内容を随時ご確認ください。

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、予診のみとなった方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。（申請方法：本市ホーム
ページ番号検索「275537」）
※1,2回目接種の方は「予診のみ」シールを使い切った場合にご案内ください。

手引き 第3章
P14～15
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接種当日の流れ
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３ 接種

武田薬品工業株式会社 くすり相談室
・連絡先：0120-566-587（フリーダイ
ヤル）
・受付時間： 9：00 ～ 17：30（土日祝
日・休業日を除く）

広島市健康推進課ワクチン管理班
・連絡先：082-504-2880

ワクチンへの異物混入を確認した場合は、
本市及び武田薬品にご連絡ください。

手引き 第3章P16
第4章P22
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接種当日の流れ
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３ 接種

手引き 第3章
P16
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接種当日の流れ
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３ 接種

手引き 第3章
P16
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接種当日の流れ
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３ 接種

手引き 第3章
P16
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接種当日の流れ
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３ 接種

手引き 第3章
P16
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接種当日の流れ
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３ 接種

手引き 第3章
P16
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接種当日の流れ

４ 接種済証の交付

28

５ 経過観察

► 予診の結果判断された経過観察の時間（15分または30分）待機させます。

► 経過観察の時間が経過した後、医師・看護師が、健康状態に異常がないことを確認し、被接種者に帰宅す

るよう案内します。

アナフィラキシーの症状が現れた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）

► 被接種者が持参した接種済証に、ワクチンロット番号シールを貼付します。

【接種済証イメージ】

ワクチンロット番号シール貼付

手引き 第3章
P17～18
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接種当日の流れ

29
（厚生労働省提供資材「【武田社（ノババックス）】1～3
回目接種共通 接種後の注意点（5月版）より抜粋）

５ 経過観察
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接種当日の流れ

６ VRS（ワクチン接種記録システム）による実績登録

► 接種当日に、VRSにQRコードを読み込んでください。

► ワクチンの登録が「ノババックス」になっていることを確認してください。

► 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。

【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。

VRSに登録する際は、
数字のみをご入力ください。
（「Lot.」は入力不要です。）

30

手引き 第3章
P19
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費用請求

費用請求については、他のコロナワクチンと同様に、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。時間外・休日加算についても同様です。

31

＜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・休日加算の請求

令和３年１２月請求以降、※1新予診票で接種した「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) 時間外請求等の塗りつぶし欄がある予診票
(※2) 時間外請求等の塗りつぶし欄がない予診票

塗りつぶし欄の有無で「時間外・休日加算」請求の請求先が変わります。

手引き 第4章
P20
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費用請求
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V－SYS登録手順（請求総括表の様式について）

手引き 第4章
P20
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副反応疑い報告や接種後の副反応等への対応

33

副反応疑い報告

手引き 第4章
P20

接種後の副反応等への対応

・報告の対象となる症状の発生を知った医師等は、予防接種法第12条に基づき、国に報告しなければ
ならないこととされています。
・収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行いますので、報告の
対象となる症状があった場合は、ご報告をお願いします。
・報告の方法や対象となる症状については、厚生労働省ホームページを御参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou_youshiki
etc.html

・新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う

症状について、被接種者が受診した際、受

診医療機関は、専門的な対応が必要であ

ると判断した場合は、専門的な医療機関

を紹介してください。
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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・提出する必要があります。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です。

手引き 第4章
P21
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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「武田（ノババックス）」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
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ワクチンロス対策

35

手引き 第4章
P22

接種当日の接種枠に空きがある（発生した）場合

・アンケートフォームは、本市ホーム
ページ（ページ番号：246398）
から御入力ください。
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コロナワクチンナビでの医療機関情報の更新

36

コロナワクチンナビの掲載情報は、スマホアプリ「SmartNews」や「Yahoo! MAP」に連動されます。コロナワクチンナビでの医療
機関情報は最新の状態になるように更新をお願いいたします。

【コロナワクチンナビでの公開情報を設定】
一般受入の可否等を設定してください。

【必要事項を登録後、「申請・
保存」ボタンを押す】
一般受入の可否等を設定して
ください。

＜更新方法＞＜設定方法＞

【予約受付情報を変更し、「更新」ボタンを押す】
「予約の受付情報の変更」で、「予約不要 ●」「予約可能 ○」
「残り少数 △」「予約受付不可 ×」のいずれかを選択します。

手引き 第4章
P22

V-SYS操作マニュアル「医療機関
用マニュアル_第6.3版」より
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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（8.0版）
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html）

• 第13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_25474.html）

厚生労働省

• 組み換えタンパクワクチン 医療従事者専用サイト
（https://www.takedamed.com/go-beyond-covid-19.jp/medical/）

武田薬品工業株式会社

• 武田社ワクチン（ノババックス）接種（1～3回目接種）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
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25474.html
https://www.takedamed.com/go-beyond-covid-19.jp/medical/
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

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

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）
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武田薬品工業株式会社 くすり相談室

電話連絡：０１２０－５６６－５８７（フリーダイヤル）

受付時間：午前９時～午後５時３０分（土日祝日・休業日を除く）

ワクチンに異物を確認した場合



御視聴ありがとうございました。

本日の説明会で生じた質問等につきましては、本市まで電子メールにてお問合せください。
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