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マスター タイトルの書
式設定

概要

新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防はもとより、感染予防、発症予防を目的として、オミクロン株対応ワクチン接
種が、特例臨時接種として位置付けられました。

項目 内容

①対象者

1,2回目接種（初回接種）を完了した12歳以上の方

※ ファイザー社2価ワクチン 12歳以上、モデルナ社2価ワクチン 18歳以上

※ まずは、重症化リスクが高い等の理由で、現行の４回目接種の対象となっている

方であって、当該接種を未実施である方を対象

②接種回数、接種間隔
前回接種を受けた日から、少なくとも５か月以上経過後に1回接種

※ 現時点では、1人1回までとなります。

③使用ワクチン
（オミクロン株対応ワクチン）

・ファイザー社2価ワクチン（BA.1）

・モデルナ社2価ワクチン（BA.1）

※ 1,2回目接種（初回接種）に上記ワクチンは使用できません。

※  具体的なワクチンの取扱いについては、後のスライドで説明します。

【重要】 新型コロナウイルスワクチンの接種期間が、令和5年3月末まで延長されました！！
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本市の接種スケジュール

本市の接種スケジュールは、下表のとおりとなっています。

9月 10月

中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

●厚生科学審議会（9/14）

省令改正（9/16）

個別接種開始（10/1（土）～）

●接種券の発送（約28.5万人）

（10月中旬）

●接種券の到達

まずは、重症化リスクが高い等の理由で、現
行の４回目接種の対象となっている方で
あって、当該接種を未実施である方を対象

1,2回目接種（初回接種）を完了
した12歳以上のすべての方が対象

●小分け配送申し込み開始（9/15（木）～）

●小分け配送開始（9/26（月）～）

以降は、前回接種からおおむね5か月が経過する月に、順次発送します。

個別接種開始（10/17（月）～）

●接種継続意向調査（9/15）

集団接種は、9月30日（金）～

集団接種は、10月20日（木）～

〔国の方針〕

〔国の方針〕

※9/20施行
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本市のオミクロン株対応ワクチンへの切り替え

10月1日以降、 従来株ワクチンとオミクロン株対応ワクチン接種を以下のとおり実施します。

集団

オミクロン株対応ワクチンによる
接種

オミクロン株対応ワクチン接種まで
（9月30日（金）まで）

10月1日（土）以降 10月17日（月）以降

①1,2回目接種
がまだの方

従来型ワクチンによる
初回接種

従来型ワクチンによる
初回接種

従来型ワクチンによる
初回接種

接種主体 個別 集団

②3回目接種
がまだの方

従来型ワクチンによる
3回目接種

従来型ワクチンによる
3回目接種

接種主体 個別 集団

従来型ワクチンによる
4回目接種

オミクロン株対応ワクチンによる
接種

個別 集団接種主体 個別 集団

接種対象の方
(60歳以上等+18歳以上の医療従事者等)

追加の接種はなし

接種対象でない方

追加の接種はなし

④5回目接種
がまだの方

接種主体

追加の接種はなし 追加の接種はなし

個別 集団

ファイザー：原則、希望量どおり
モデルナ ：分配上限あり

③4回目接種
がまだの方

オミクロン株対応ワクチンによる
接種

個別 集団

オミクロン株対応ワクチンによる
接種

個別 集団

オミクロン株対応ワクチンによる
接種

個別 集団

※ 自院での接種を希望する場合は、個別も接種可とし、
従来型ワクチン（主にモデルナを想定、12-17歳は
ファイザーを想定）を配送

※9月30日から

原則
個別

12-
17歳

※ 自院での接種を希望する場合は、個別も接種可とし、
従来型ワクチン（主にモデルナを想定（在庫があれば
12-17歳はファイザーを想定））を配送

集団
原則
個別

12-
17歳

集団
原則
個別

12-
17歳

※ 自院での接種を希望する場合は、個別も接種可とし、
従来型ワクチン（主にモデルナを想定、在庫があれば
12-17歳はファイザーを想定）を配送

当面の対応
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従来株ワクチン接種を実施する本市集団接種会場

10/1（土）以降、従来株ワクチンを使用した18歳以上の方へのワクチン接種については、本市集団接種会場を中心に行ってい
きます。なお、従来株ワクチン接種を行う予定の本市集団接種会場は、以下のとおりとなりますので、必要に応じてご案内ください。

基町クレド・パセーラ会場

中区

10月 ３会場

集団接種会場

主に1,2回目接種

アクロスプラザ高陽会場

安佐北区

日本通運（株）広島支店西広島倉庫会場

西区

3回目接種

※接種会場は、予約状況に応じて、適宜、
新設・廃止を行います。

※ 自院での接種を希望する場合は、個別接種も可とし、従来株ワクチン（主にモデルナを
想定、12～17歳はファイザーを想定）を配送します。

1,2回目接種 ＆ 12～17歳の3回目接種

従来株ファイザー

従来株モデルナ

3回目接種

従来株モデルナ

ノババックス

集団接種会場は、本市に住民票を
有する方のみ利用可能
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本市の接種対象者数及び接種券発送方針

本市の接種対象者の概数及び接種券発送方針は次のとおりとなっています。

► 約９0．2万人（12歳以上の1,2回目接種（初回接種）完了者数）

本市の接種対象者数（令和4年9月15日時点）

接種券発送方針

初回完了者

（約90.2万人）

3回目未完了者

（約19.2万人）

3回目完了者

（約71.0万人）

60歳以上の者

（約33.1万人）

60歳未満の者

（約37.9万人）

4回目接種済み

（約24.0万人）

4回目未接種

（約9.1万人）

接種券配付済み

（約5.0万人）

接種券未配付

（約33.0万人）

4回目接種済み

（約2.4万人）

4回目未接種

（約2.6万人）

配付済

新たに
発送(※)

配付済

配付済

既に発送している3,4回目接種券も使用可能とするため、接種対象者のうち、接種券を発送していない方に対して、発送します。

新たに
発送(※)

新たに
発送(※)

※ 前回接種からおおむね5か月経過後に発送します。



マスター タイトルの書
式設定

本市の接種券発送スケジュール

本市の接種券発送スケジュールは次のとおりとなっています。（接種間隔を5か月として試算）

本市の接種券発送スケジュール

接種
回数

対象者
令和4年9月 10月

前半 後半 前半 後半

3回目
初回接種完了者
（8月までに接種券送付済かつ3
回目未接種者数：約17万人）

4回目

３回
目接
種完
了者

60歳以上の者
（8月までに接種券送
付済かつ4回目未接種
者数：約10万人）
※前倒し接種対象

18～59歳の基礎疾
患を有する者・医
療従事者等
※前倒し接種対象

12歳以上で上記以
外の者

5回目 4回目接種完了者

計 約1.2万人 約0.7万人 約28.5万人 約1.3万人

申請により接種券発送

4月後半接種者
約0.2万人

5月前半接種者
約0.2万人

5月後半接種者
約0.1万人

6月前半接種者
約500人

令和4年5月末までに3回目接種
を終えた12～59歳 約28万人

10月中旬に一括発送
個人での申請は、9/30（金）に申請受付を締切。
取りまとめ申請は、10/14（金）に申請受付を締切。

4月後半接種者
約1万人

5月前半接種者
約0.5万人

5月後半接種者
数十人

6月前半接種者
約0.2万人

6月前半接種者
約0.1万人

5月後半接種者
約0.4万人

6月前半接種者
約1万人

対象者なし

対 象 外
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医療従事者等の4回目接種用接種券の発行申請受付終了

オミクロン株対応ワクチン接種用接種券の一括発送に当たって、以下のとおり4回目接種用接種券の申請受付を締め切ります。

スケジュール

9月 10月

接種券一括送付

個人での申請受付

接種券一括送付準備(印刷・封入封かん)

9月半ば

10月中旬

医療機関等とりまとめ
申請受付締切

10/14（金）
医療機関等のとりまとめ申請受付

この期間に申請受付したものは、一括送付から接種券を引き抜
くことができないため二重に送付することとなります。

申請受付締切

9/30（金）

9月半ば以降の申請分については、二重に接種券を送付することとなるため、一通を破棄してい

ただくようとりまとめた医療機関等から従事者に周知していただくようお願いします。

９月半ば以降の申請分については、一括送付分と合わせて二重に接種券を送付することとなるた

め、一通を破棄していただく旨の案内チラシを個別発行用の封筒に同封します。
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接種券一体型予診票+予防接種済証（A3）

10月中旬から新たに発送する接種券一体型予診票及び予防接種済証は以下のとおりとなります。

見本

前回接種を受けた日から5か月が経過する日
※広島市に転入された方で、広島市に住民票がない時期に接種を受けた接
種回数は予防接種済証に日付は印字されません。

※広島市に転入された方で、広島
市に住民票がない時期に接種を受
けた接種回数は予防接種済証に日
付は印字されません。
（***が表示されます。）

本人にとっての次回接種回数
3回目接種完了者 → 4回目
4回目接種完了者 → 5回目

医療機関の皆様へのお願い！！

この予防接種済証は、接種後も大切に保管し
てもらうようお声かけをお願いします。
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同封物等について

接種券同封物等は、以下のとおりです。

同封物等一覧

①接種済証・接種券一体型予診票 ②お知らせ文,ワクチン説明書

③医療機関等の一覧表 ④封筒（桜色）

（お知らせ文）

現在作成中

（ワクチン説明書）

現在作成中
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本市の接種体制

オミクロン株対応ワクチンの接種体制について、本市では、これまでの新型コロナワクチン接種体制と同様、かかりつけ医などの身近な医療機
関で実施する個別接種と利便性の良い会場などでの集団接種を実施する予定です。

接種体制

◼ 新型コロナワクチン接種実施
医療機関に対して、9月15日付
けで意向調査を実施しました。
（取りまとめ結果は、次ページのとおりです。）

かかりつけ医などによる

個別接種A

◼集団接種会場における接種
の実績等を踏まえ、市内に
複数の会場を設置します。
（設置会場は、次ページのとおり）

民間商業施設などによる

集団接種B

10月1日（土）～

接種開始
（4回目接種券をお持ちの方から順次予約受付開始）

9月30日（金）～

接種開始

（9月22日（木）～予約受付開始）
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オミクロン株ワクチン接種を実施する施設等

個別・集団接種会場（令和4年9月20日時点）

イオンモール広島祇園会場

安佐南区

10月 ９会場

655 施設医療機関A

集団接種会場B

中区 東区 南区 西区 安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区

130 60 104 87 110 61 33 70

広島マリーナホップ会場

西区

NTTクレドホール会場

中区

日本通運（株）広島支店西広島倉庫会場

西区
安芸区総合福祉センター会場

安芸区石内福祉センター会場

佐伯区

アクロスプラザ高陽会場

安佐北区

広島コンベンションホール会場

東区

※ 本市に住民票を有する方のみ予約可能

※ 接種会場は、接種対象者数等を踏まえ、
適宜、新設・廃止を行います。

※ 9月30日～順次実施します。

基町クレド・パセーラ会場
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ワクチン供給量・配送

現時点で国から供給されるワクチン数量は、以下のとおりです。

ワクチン供給等スケジュール

区 分
9月 10月

中旬 下旬 上旬 中旬

①
ワ
ク
チ
ン
入
荷

オ
ミ
ク
ロ
ン
株

フ
ァ
イ
ザ
ー

オ
ミ
ク
ロ
ン
株

モ
デ
ル
ナ

②ワクチン
申込

③ワクチン
配送

④ワクチン
接種開始

PFBA.1_01
78箱入荷
(9/19～9/25)

9/15（木）～ オミクロン株対応ワクチン申込開始

91,260回分

PFBA.1_02
78箱入荷
(9/26～10/2)

PFBA.1_03
60箱入荷
(10/3～10/9)

MDBA.1_01
180箱入荷
(9/19～9/25)

MDBA.1_02
181箱入荷
(9/26～10/2)

MDBA.1_03
180箱入荷
(10/3～10/9)

91,260回分 70,200回分

9,000回分 9,050回分 9,000回分

9/26（月）～ オミクロン株対応ワクチン配送開始

10/1（土）～ 順次、個別接種開始

9/30（金）～ 順次、集団接種開始

MDBA.1_04
360箱入荷
(10/10～10/16)

18,000回分

PFBA.1_04
未定
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ワクチン分配

国からのワクチン供給状況を鑑み、以下のとおりワクチンを分配します。

ワクチン分配

ファイザー社2価ワクチン（BA.1）

モデルナ社2価ワクチン（BA.1）

9月26日（月）～30日（金） 10月3日（月）～7日（金） 10月11日（火）～31日（月）

原則希望量どおり
※ただし１週間当たりの申込上限数あり

（接種実績に応じて30V,10V,5V)

原則希望量どおり
※ただし１週間当たりの申込上限数あり

（接種実績に応じて30V,10V,5V)

接種実績に応じた当該期間
の分配上限枠を設定

※ 5.27-8.31までのVRSの登録実績から算出しています。
※ 9/26の週の申込上限数を10/3の週の申込上限数に持ち越しはできません。

9月26日（月）～30日（金） 10月3日（月）～7日（金） 10月11日（火）～31日（月）

1週間当たり
2Vを上限

1週間当たり
2Vを上限

接種実績に応じた当該期間
の分配上限枠を設定

上記いずれのワクチンも、11月1日（火）以降の分配量については、国からワクチン供給量が示されましたら、別途ご連絡します。
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V-SYSへの登録

各医療機関等において、オミクロン株対応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。（ファイザー社及びモデルナ社それぞれ行う必要があります。）

（令和4年9月6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16回 ）より）
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オミクロン株対応ワクチンの基本情報①

オミクロン株対応ワクチンと従来株対応ワクチンは、 1バイアルから採取できる回数や保管方法等が異なるものもあるため、
取扱いには注意が必要となります。

ファイザー社
（従来株/オミクロン株の2価ワクチン）

ファイザー社
（従来型ワクチン）

商品名 コミナティRTU筋注 コミナティ筋注

バイアルサイズ
ワクチンキャップの色

生理食塩水による希釈 不要 必要（1.8ml）

接種用量 追加（3回目以降） 0.3ml
初回（1・2回目） 0.3ml
追加（3回目以降） 0.3ml

採取回数 6回/バイアル 6回/バイアル

16.25㎜

31㎜

16.25㎜

31㎜

キャップの色：灰色 キャップの色：紫
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オミクロン株対応ワクチンの基本情報②

ファイザー社
（従来株/オミクロン株の2価ワクチン

ファイザー社
（従来型ワクチン）

接種施設での保存期間
（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
・室温では24時間以内に使用
・一度針を刺した後は12時間以内に使用
・解凍後の再凍結は不可

・希釈後は2℃～30℃で6時間以内に
使用

・解凍後の再凍結は不可

保存温度 保存可能期間

-90℃～-60℃ 保存不可

-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℃ 15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℃ 3時間

室温 30分以内

※ 冷蔵移送の場合は保存不可

※ 冷蔵移送の場合は保存不可
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オミクロン株対応ワクチンの基本情報③

モデルナ社
（従来株/オミクロン株の2価ワクチン）

モデルナ社
（従来型ワクチン）

商品名
スパイクバックス筋注

（2価：起源株／オミクロン株BA.1）
スパイクバックス筋注

（旧：COVID-19ワクチンモデルナ筋注）

バイアルサイズ
ワクチンキャップの色

生理食塩水による希釈 不要 不要

接種用量 追加（3回目以降） 0.5ml
初回（1・2回目） 0.5ml

追加（3回目以降） 0.25ml

採取回数 5回/バイアル
３,４回目接種 15回/バイアル
（1,2回目接種 10回/バイアル）

24㎜

50㎜

キャップの色：青色

24㎜

50㎜

キャップの色：赤色
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オミクロン株対応ワクチンの基本情報④

モデルナ社
（従来株/オミクロン株の2価ワクチン）

モデルナ社
（従来型ワクチン）

接種施設での保存期間
（穿刺前）

解凍時間

温度管理

・針を刺した後は2℃～25℃で
12時間以内に使用

・患者宅や施設等に移送する場合は、移送
にかかる時間は6時間以内

・解凍後の再凍結は不可

・針を刺した後は2℃～25℃で
12時間以内に使用

・患者宅や施設等に移送する場合は、移送
にかかる時間は6時間以内

・解凍後の再凍結は不可

保存温度 保存可能期間

-25℃～-15℃ 9か月

2℃～8℃ 30日

8℃～25℃ 24時間

保存温度 保存可能期間

-25℃～-15℃ 9か月

2℃～8℃ 30日

8℃～25℃ 24時間

解凍温度 解凍時間

2℃～8℃ 2時間30分

15℃～25℃ 1時間

解凍温度 解凍時間

2℃～8℃ 2時間30分

15℃～25℃ 1時間
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ワクチンの小分け配送 - ワクチンの申込 -

オミクロン株対応ワクチンの申込方法などに、変更はありません。

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９月１５日（木）

⚫ 入力可能配送日 令和４年９月２６日（月）以降

⚫ ワクチンの申込期限 配送日の1週間前

⚫ ワクチンの分配決定 申込期限後最初の平日

【申込フォーム・配送数量確認ＵＲＬ】

https://bit.ly/3GKNMEn

配送曜日の1週間前 申込期限後最初の平日 配送曜日 接種日まで

【WEB申込画面】

https://bit.ly/3GKNMEn
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ワクチンの小分け配送 - ワクチンの受取① -

STEP３ ワクチンの受取

配送曜日

配送用バッグ

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

【留意事項】

・週に１回の頻度で配送します。

・配送時間の指定はできませんのでご了承ください。

※土・日・祝の配送は出来ません。

※モデルナ社2価ワクチン（BA.1）の申込みもされた場合、ファイザー社2

価ワクチン（BA.1）と併せて配送します。（詳細は、次ページ以降）

医療機関名の下部に

「ファイザー(オミクロン対応BA1)」 と記載

★ 見分け方 ★

ファイザー社2価ワクチン（BA.1）専用保冷バッグ

冷蔵配送 冷凍配送

モデルナ社2価ワクチン（BA.1）専用保冷バッグ

医療機関名の下部に

「モデルナ(オミクロン対応BA1)」 と記載

★ 見分け方 ★
再凍結はできません！！
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①接種用注射針 ②接種用シリンジ ③接種シール ④明細票 ⑤情報提供シート

ワクチンの小分け配送 – 配送物品-

6本 / 1バイアル 6本 / 1バイアル

※ 最新の添付文書は右記URLから適宜ご確認ください。URL：https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/672212_631341JA1021_1_01

- ファイザー社2価ワクチン（BA.1）-

1枚 / 1バイアル 1 部

①接種用注射針 ②接種用シリンジ ③接種シール ④明細票 ⑤情報提供シート

5本 / 1バイアル 5本 / 1バイアル

- モデルナ社2価ワクチン（BA.1）-

1 部1枚 / 1バイアル

※ 最新の添付文書は右記URLから適宜ご確認ください。URL：https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/790314_631341KA1026_1_01

1枚 / 1バイアル

1枚 / 1バイアル

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/672212_631341JA1021_1_01
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/ResultDataSetPDF/790314_631341KA1026_1_01
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ワクチンの配送 - ワクチンの受取② -

STEP３ ワクチンの受取

オミクロン株
ファイザー用物品
（透明の袋に包装）

物品配送用段ボール

ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンを同時に配送する場合、物品は１つの段ボールにワクチンの種類ごとにそ

れぞれ袋を分けて配送します。

ワクチン別の包装

オミクロン株
モデルナ用物品

（グレーのポリ袋に包装）

ファイザー（オミクロン対応ＢＡ１）
用物品（透明の袋に包装）

モデルナ
（オミクロン対応）

モデルナ（オミクロン対応ＢＡ１）
用物品（グレーのポリ袋に包装）

ファイザー（従来型）用物品
（グレーのポリ袋に包装）

ファイザー
（従来型）

モデルナ（従来型）用物品
（グレーのポリ袋に包装）

モデルナ
（従来型）
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ワクチンの小分け配送 - ワクチンの保管・管理 -

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

紙バイアルホルダー（又は箱）
ごと冷凍（冷蔵）で保管します。
※ファイザー社2価ワクチン(BA.1)は冷蔵保管のみ可能です。

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
（従来株ワクチンと同様）

※詳細は手引きを参照

ワクチンの受取後の流れ
（従来株ワクチンと同様）

◼ 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。
◼ 従来株ワクチンとは取扱いが異なるので、注意してください。

ワクチン受領時に記載

ワクチン接種後に記載
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接種当日の流れ

接種当日の流れは従来株ワクチンと同様となります。

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

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
もらうようお声かけをお願いします。

【接種券一体型予診票】
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VRSによる実績登録の留意事項

VRSワクチン選択方法変更

ワクチンメーカーとワクチン製品名を組み
合わせて設定する必要があります。

（2価:BA.1）

● オミクロン株対応ワクチンを使用した場合、

ワクチンメーカー ワクチン製造名

ファイザー コミナティ（2価：BA.1）

モデルナ スパイクバックス（2価：BA.1） としてください。
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その他①

オミクロン株対応ワクチンへの切り替えに伴う従来株ワクチンの廃棄

● 本市では、オミクロン株対応ワクチンへの切り替えに伴う従来株ワクチンの廃棄報告書を下図の
とおり作成しています。

● ワクチンを廃棄する必要が生じた場合は、当該様式を
送付しますので、以下の連絡先までご連絡ください。

≪本市連絡先≫

ワクチン管理班：082-504-2880

【注意】

保存期限が切れるまでは、適切に保管していただき、期限
を迎えたものは、適宜廃棄してください。

〇〇病院

令和4年〇月○日

〇〇 〇〇

082-〇〇〇-〇〇〇〇

〇本
従来株ファイザー 又は

従来株モデルナ

当該様式は、以下のURLからもダウンロード可能です。
URL：https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/193053.xls

https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/193053.xls
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その他②

インフルエンザとの同時接種

● 7/22（金）以降、インフルエンザワクチンについては、新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔
の規定が廃止され、同時接種が可能となりました。

● なお、引き続き、新型コロナワクチン接種の前後に、インフルエンザ以外の他の予防接種を行う場合
は、原則として13日以上の間隔をおくこととされており、同時に同一の接種対象者に対して接種を
行うことはできません。

（令和4年7月26日自治体向け説明会資料より）
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その他③

連絡事項

① 接種当日にキャンセル等により余剰ワクチンが
発生した場合について【継続実施】

市LINE公式アカウントを活
用して、当日接種が可能な
キャンセル枠についての情
報発信を行います。

② ワクチン接種に係る支援策について

個別接種促進のための支援事業
等が、令和5年3月末まで継続実
施となります。

③ 高齢者施設等における4回目接種について

医療機関の皆様におかれましては、4回目接種時
と同様、高齢者施設等でのオミクロン株ワクチン
接種に御協力をお願いします。

※ 1週間のうち、少なくとも1日は、土日祝日、
夜間（18:00以降）、診療所の時間外に接種
体制をとることなどの要件が追加されています。

※ 病院における1日50回以上の接種を行った場合
の支援は、令和4年11月末までです。

④ 広域接種の継続について

オミクロン株対応ワクチン接種についても、引き
続き広域接種が可能となります。
詳細については、別途ご連絡します。
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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（9.0版）
（https://www.mhlw.go.jp/content/000986354.pdf）

• 第16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/content/10906000/000985907.pdf）

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

• オミクロン株対応ワクチン接種説明資料 ～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

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000985907.pdf
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

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）

ワクチンに異物を確認した場合

ファイザー新型コロナワクチン専用ダイヤル ～ファイザー社2価ワクチン（BA.1）～

連絡先：０１２０－１４６－７４４（フリーダイヤル）

受付時間：９：００～２０：００（平日・土曜）

モデルナ・ジャパン株式会社 くすり相談室 ～モデルナ社2価ワクチン（BA.1）～

連絡先：０１２０－７９３－０５６（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）



Ⅰ部 オミクロン株対応ワクチン接種の概要

Ⅱ部 オミクロン株対応ワクチンの取扱い

Ⅲ部 よくある質問に対する回答
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よくある質問に対する回答

Q1

A1

10月16日（日）までに3回目接種を希望する方について、オミクロン株対応ワクチンを接種してもよいか。

本市では、10月16日（日）までは、国の方針に基づき、まずは、重症化リスクが高い等の理由で、現行
の４回目接種の対象となっている方であって、当該接種を未実施である方を対象にオミクロン株対応ワクチ
ン接種を行います。

そのため、3回目接種希望者でかつオミクロン株対応ワクチン接種を希望する場合は、10月17日（月）
以降の日付で、接種の予約受付を行ってください。

なお、10月16日（日）までの3回目接種については、従来株ワクチンを使用することとなります。
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よくある質問に対する回答

Q2

A2

10月16日（日）までの間は、現行の4回目接種対象者にオミクロン株対応ワクチン接種を行うとのことで
あるが、60歳以上の高齢者以外にも接種を行ってよいか。

現行の4回目接種対象者の範囲は、①60歳以上の高齢者、②基礎疾患を有する者等、③医療従事者
等及び高齢者施設等の従事者となっております。

そのため、①～③の4回目接種対象者のうち、4回目接種券をお持ちの方へ、オミクロン株対応ワクチン接
種を行ってください。
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よくある質問に対する回答

Q3

A3

オミクロン株対応ワクチン接種専用の接種券が、全員に届くのか。

この度のオミクロン株対応ワクチン接種に当たっては、既存の3回目・4回目接種用接種券も使用可能であ
ることから、既に接種券をお持ちの方（1,2回目接種用接種券を除く）については、当該接種券を用いて、
オミクロン株対応ワクチン接種を行うこととなり、二重送付を避けるため、本市から新たに接種券の発送は行
いません。

なお、3回目接種完了者のうち、現行の4回目接種対象者でない方や、既に4回目接種を完了した方など
については、本市から新たにオミクロン株対応ワクチン接種用の接種券を発送します。
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よくある質問に対する回答

Q4

A4

自院では、10月1日（土）以降、オミクロン株対応ワクチンのみ接種することとしているが、1,2回目接種
（初回接種）希望者から連絡があった場合は、どのように対応すればよいか。

10月1日（土）以降も、1,2回目接種（初回接種）希望者へは、従来株ワクチンによる接種を行う必
要があります。

そのため、本市では、従来株ワクチン接種を実施する集団接種会場を設けておりますので、そちらをご案内く
ださい。なお、自院での接種を希望する場合は、従来株ワクチン（主にモデルナを想定）を配送いたします。
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よくある質問に対する回答

Q5

A5

オミクロン株対応ファイザー及びモデルナは、1バイアル当たりの採取回数が定められているが、1バイアルから
その回数以上採取できた場合、許容されるのか。

オミクロン株対応ファイザー社及びモデルナ社ワクチンいずれについても、医療機関の判断で定められた回数
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。

【参考：各ワクチン別採取回数】

区分 ファイザー社
（従来株/オミクロン株の2価ワクチン）

モデルナ社
（従来株/オミクロン株の2価ワクチン）

採取回数 6回/バイアル 5回/バイアル

9月26日回答差し替え



マスター タイトルの書
式設定

よくある質問に対する回答

Q6

A6

オミクロン株対応ワクチン接種は、何日先まで予約を受け付けてよいか。

10月中旬以降の国からのワクチン供給量が示されていないことから、現時点では、接種の予約受付は、
10月31日（月）までとしてください。

なお、11月1日（火）以降については、今後国及び県から示されるワクチン供給量を基に別途検討し、
御連絡します。



マスター タイトルの書
式設定

よくある質問に対する回答

Q7

A7

9/26の週と10/3の週に配送されるオミクロン株対応ファイザー及びモデルナ社ワクチンについて、有効期限
がいつまでのものが配送されるのか。

9/26の週及び10/3の週に配送予定のワクチンの有効期限は、オミクロン株対応ファイザー社ワクチンは
2023年4月30日、オミクロン株対応モデルナ社ワクチンは、2023年4月27日となっております。

なお、それぞれワクチンの保存期間には、十分ご注意ください。

区分 ファイザー社
（従来株/オミクロン株の2価ワクチン）

モデルナ社
（従来株/オミクロン株の2価ワクチン）

接種施設での保存期間
（穿刺前）

保存温度 保存可能期間

-90℃～-60℃ 保存不可

-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

-25℃～-15℃ 9か月

2℃～8℃ 30日

8℃～25℃ 24時間


