
乳幼児用ファイザー社ワクチン
接種の手引き～ 医療機関向け ～

令和４年１１月８日策定
広島市健康福祉局保健部健康推進課

※本手引きの内容は、国の手引き等に基づき策定した現時点でのものであり、

今後の国の通知、事業の検討・調整状況により、内容を変更する場合があ

ります。

注意：接種対象年齢は、生後6か月以上4歳以下です。
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第1章 概要

① 乳幼児用ファイザー社ワクチン接種の概要

1

※ 具体的なワクチンの取扱いについては、

「第2章 ワクチンの配送～取扱い」で説明します。

区分 内容

対象者

接種間隔

用法・用量
・２.２mlの生理食塩液で希釈し、1回

当たり０.２mlを筋肉内に注射します。

・1バイアル当たり１０回採取できます。

（適正使用ガイド（コミナティ筋注６か月～４歳用）より）

生後６か月以上４歳以下の方

➣ 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こととなります。

➣ 本ワクチンは生後6か月を迎える前日から
５歳の誕生日の前々日まで使用可能です。

一定の間隔をおいて３回接種

（３回接種することで初回接種が完了）

➣ 1回目の接種から
原則3週間後に2回目を接種

➣ 2回目の接種から
8週間後に3回目を接種



第1章 概要

１回目の接種時に4 歳であった者に対して乳幼児用ファイザー社ワクチンを接種した後

に、当該者が 5 歳となった場合については、２回目及び３回目も乳幼児用ファイザー社

ワクチンを接種します。

《注意》

例① 1回目で乳幼児用ファイザー社ワクチンを接種し、2回目接種
時に5歳に到達していた場合

回数 １回目 ２回目 ３回目

接種時の年齢 ４歳 ５歳 ５歳

使用ワクチン 乳幼児用ファイザー社ワクチン

例② 1,2回目で乳幼児用ファイザー社ワクチンを接種し、３回目接
種時に5歳に到達していた場合

回数 １回目 ２回目 ３回目

接種時の年齢 ４歳 ５歳

使用ワクチン 乳幼児用ファイザー社ワクチン

例③ 4歳の時に乳幼児用ファイザー社ワクチンの接種予約を行った
が、接種日当日に５歳の誕生日を迎えている場合

回数 １回目 ２回目 ３回目

接種時の年齢 ５歳

使用ワクチン 小児用ファイザー社ワクチン

（参考）接種可能な年齢の考え方

① 乳幼児用ファイザー社ワクチン接種の概要
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第1章 概要

（参考）接種間隔の考え方

乳幼児ファイザー社ワクチンにおいては、「1､2回目接種は、原則20

日間の間隔で、3回目接種は2回目接種から55日以上の間隔をおい

て接種することとなっています。

この「原則20日間の間隔をおいて」とは、次のとおり考えます。

① 乳幼児用ファイザー社ワクチン接種の概要

３



第1章 概要

乳幼児ファイザー社ワクチンについても、インフルエンザワクチンとの同
時接種が可能となっております。
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。

【参考】令和4年8月9日開催
第15回自治体説明会資料より抜粋

インフルエンザ予防接種との接種間隔について

① 乳幼児用ファイザー社ワクチン接種の概要

４



第1章 概要

① 乳幼児用ファイザー社ワクチン接種の概要

（参考）間違い接種の防止

小児用ワクチンの接種で間違い接種が発生しています。乳幼児用ワ

クチンの接種においても同様の間違い接種が発生する可能性がありま

すので、以下の事例を参考に間違い接種の防止に努めてください。

○事例①

予約から接種までの間に12歳の誕生日をむかえたにも関わらず、小

児用ワクチンの1回目を12歳の者に接種した。

→予約時だけではなく接種当日に年齢確認を実施し、接種対象者で

あることを確認してください。

○事例②

12歳未満の弟と一緒に接種を受けにきた12歳以上の兄に対し、小

児用ワクチンを接種した。

→兄弟で同じワクチンと思い込まず、被接種者ごとに年齢確認を実施

してください。

○事例③

12歳以上用ワクチンと小児用ワクチンの有効成分が同じであるため、

含有量が同じになるように希釈すれば転用できると思い対象年齢外の

ワクチンを接種した。

→各ワクチンの用法・用量を遵守して取り扱い、各ワクチンの対象年

齢に該当しない方へは接種しないでください。

５



第1章 概要

② V-SYSでの事前登録

各医療機関において、乳幼児用ファイザー社ワクチンを取り扱うために

は、VーSYSにて、以下の手続きを行う必要があります。

<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「ファイザー（生後６か月以上４歳以下）」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。

６
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ワクチン受領までの流れは、以下のとおりとなります。

（小児用ファイザー社ワクチンと同様です。）

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

【配送曜日】

【ワクチン受領までの流れ】

第２章 ワクチンの配送～取扱い

① 小分け配送

【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・祝の配送はできません。

本市による分配決定

７



WEB申込の方法は、「操作手順書」をご覧ください。

・ 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：申込期限後の最初の平日
※乳幼児用ファイザー社ワクチンについては、当面の間、希望量とおり配送します。

【WEB申込の方法】

【入力画面】

第２章 ワクチンの配送～取扱い

① 小分け配送

【操作マニュアルの場所】

【申込フォーム・配送数量確認ＵＲＬ】

https://bit.ly/3GKNMEn

８

https://bit.ly/3GKNMEn


【留意事項】

委託業者A

委託業者B

乳幼児用ファイザー社ワクチンとファイザー社ワクチン（12歳以上

用）は配送業者が異なりますので、他のコロナワクチンと乳幼児用ファ

イザー社ワクチンを同一配送日に申込された場合、異なる時間帯に別

業者により配送される可能性があります。

第２章 ワクチンの配送～取扱い

① 小分け配送

乳幼児用ファイザー社ワクチンと小児用ファイザー社
ワクチンは一緒に配送されます。

９



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明細票・添付文書

【配送物品】

10本/1バイアル 10本/1バイアル

1枚/1バイアル1本/1バイアル

1本/1バイアル 1本/1バイアル

・ワクチンとあわせて、以下の物品を配送します。

＜次ページに続く＞

1部1部

第２章 ワクチンの配送～取扱い

① 小分け配送

１０



～ 複数種類のワクチンを同時に配送する場合 ～

● 乳幼児用ファイザー社ワクチンと小児用ファイザー社ワクチンを

同時に配送する場合、ワクチンの種類ごとにそれぞれ段ボール

を分けて配送します。※12歳以上のワクチンと異なります。

● 色分けした用紙を貼付することにより、どのワクチ

ン用の物品か分かるように配送します。

第２章 ワクチンの配送～取扱い

① 小分け配送

物品の配送時のイメージ

＜次ページに続く＞

乳幼児用ファイザー社
ワクチン物品
→明細票の色が黄色

小児用ファイザー社
ワクチン物品
→明細票の色が白色

１１



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。

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）

※アルミ内箱の上にある
保冷剤を取り出します。

蓋を開けると、バイアルが必要数入っています。

バイアルホルダーは次回
配送時に回収します。
（都度交換）

【ワクチンの受領方法】

医療機関名等を
記載しています。

医療機関名等を
記載しています。

第２章 ワクチンの配送～取扱い

① 小分け配送

乳幼児用ファイザー社ワクチン（生
後6か月～4歳用）は、「クリーム
色」のファイルがついています。

１２



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。

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。

【配送された物品の確認】

【情報提供シートの記入】

第２章 ワクチンの配送～取扱い

① 小分け配送

３年間保管する
必要があります。

１３



・１回接種当たり０．２mlです。
（12歳以上用ファイザーの接種用量0.3mlとは

異なるため、御注意ください。）

・合計３回、筋肉内に接種します。

１ 接種用量

２ 接種回数・接種間隔

② ワクチンの取扱い

第２章 ワクチンの配送～取扱い

1～3回目接種のいずれも
接種量は同じです。

ファイザー社が作成している「ファイザー新型コロナワクチンに係る説明資
料」を必ずご確認ください。
URL：https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/

１バイアルから１０回分採取可能です。

（穿刺前）

・２～８℃で１０週間保存可能です。（※）

※有効期間中に限る

３ 温度管理

冷蔵（2℃～8℃）で配送するため、冷凍保存（-25℃～-15℃）
はできません。

（希釈後）

・２～３０℃で１２時間以内に使用
１４
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項目
ファイザー社

（生後6か月から4歳）
ファイザー社

（5～11歳用）

商品名
コミナティ筋注

生後6か月～4歳用
コミナティ筋注5～11歳用

バイアルサイズ

キャップの色

生理食塩水に
よる希釈

２.２ml 1.3ml

接種用量 0.2ml
（1～3回目接種いずれも同様）

0.2ml
（1～3回目接種いずれも同様）

採取回数 10回/バイアル
（1～3回目接種いずれも同様）

10回/バイアル
（1～3回目接種いずれも同様）

接種施設
における

保存期間

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。）

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
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12
時間以内 かつ室温で解凍を
始めて24時間以内に使用

接種部位
三角筋中央部又は

大腿前外側部
※１歳未満は大腿前外側部

三角筋中央部

第２章 ワクチンの配送～取扱い

③ 小児用ファイザー社ワクチンとの取扱い比較

１５

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

16.25㎜

31㎜

キャップの色：栗色
16.25㎜

31㎜

キャップの色：橙



【接種シール】

第２章 ワクチンの配送～取扱い

③ 小児用ファイザー社ワクチンとの取扱い比較

ファイザー社
（生後6か月から4歳）

ファイザー社
（5～11歳用）

（ファイザー新型コロナワクチンに係る説明資料より）

乳幼児用ワクチンについては、当初から、「母子健康
手帳」に貼付するロット番号シールがついています。

１６



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

第３章 接種までの流れ

＜次ページに続く＞

① 受付（本人確認）

１～３回目（シール貼付型予診票）

《確認ポイント》

接種に来られた方の持参物を確認し、本人確認を行います。

接種券及び予診票 以下を参照

本人確認書類
（名前・生年月日・住所が確
認できる書類）

マイナンバーカードをはじめ、顔写真付きの公的機
関の発行の書類や医療機関を受診する際に使用して
いる本人確認に資する書類により確認

被接種者の名前 名前はフルネームを確認

※ これらに加えて、母子健康手帳・お薬手帳を所有している方へは、持参している

ことを確認します。

【参考：被接種者が持参する予診票等のイメージ図】

１７



① 受付（本人確認）

※ 乳幼児の場合は保護者が予診票を記載します。

※ 37.5度以上であった場合は、再度検温を行います。 それでも37.5度以上で

あった場合は、接種を受けられないことを本人に伝えます。

予診票の記入漏れがないかを確認します。

検温を行い、予診票に記入します。

第３章 接種までの流れ

…医師記入欄 …被接種者記入欄

体温記入欄

「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。

１８



② 予診

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。

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

※内容は適宜更新されますので、

下記URLの内容を随時ご確認

ください。

医師は、被接種者に対して以下を実施します。

・名前の確認、問診、（検温）及び診察
➣確認点：副反応などの説明、接種歴の確認、

接種不適当者及び接種要注意者
➣特に乳幼児への接種では、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
・予診票「医師署名又は記名押印」欄へのサイン
・新型コロナワクチン接種希望書欄への同意のサイン
記入依頼

第３章 接種までの流れ

１９
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第３章 接種までの流れ

ファイザー株式会社が、ワクチンの接種に関する注意事項をまとめた
被接種者向け資材「新型コロナワクチン コミナティを接種されるお子さ
まと保護者の方へ」等を作成していますので、被接種者への説明の際
にご活用ください。

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。

（ファイザー社作成～適正使用ガイド～より）

製品情報［6ヵ月～4歳］ (pfizer-covid19-vaccine.jp)

被接種者向けの資材の活用

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

２０
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第３章 接種当日

ワクチンの解凍や希釈の方法などについては、各ワクチン製造

販売業者のホームページ等を参照してください。

（参考）ファイザー製ワクチンの解凍から希釈までの流れ

（「ファイザー新型コロナワクチンに係る説明資料」より抜粋）

冷蔵で解凍する場合
⇒２～８℃の冷蔵庫において４時間以内に解凍されます

室温（8～30℃）で解凍する場合（お急ぎの場合）
⇒室温で30分以内に解凍することができます

※ 室温で解凍した場合、接種まで24時間以内かつ希釈後１２時間以
内に使用してください。

※ バイアルに一度針を刺した後は12時間以内に使用してください。
※ 室内照明による曝露を最小限に抑えてください
※ 直射日光及び紫外線が当たらない場所で解凍してください
※ 解凍後は、再冷凍しないでください
※ 解凍後から希釈までの間に冷蔵庫での保存は行わないでください

解 凍

手順 イメージ

１．バイアルを上下にゆっくりと１０回反転（転倒
混和）させてください

※ 室温に戻した解凍後のバイアルは接種まで２４時間

以内かつ希釈後１２時間以内に使用してください。

※ バイアルは激しく振らないでください

２．日局生理食塩液のプラスチックアンプルとワク
チンバイアルをアルコール綿で清拭し、希釈用
シリンジに2.2mlの日局生理食塩液を吸引し、
バイアル内に注入してください

※ 希釈用注射針は21Ｇもしくは21Ｇより細いもの
が推奨されています

希 釈

第３章 接種までの流れ

③ 接種
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第３章 接種当日

手順 イメージ

３．針を抜く前に、空になった希釈用シリンジに空
気を2.2ml吸引してください

※ 無菌操作を徹底するため、１つの日局生理食塩液の
プラスチックアンプルで、２つ以上のワクチンバイ
アルを希釈せず、余った日局生理食塩液は廃棄して
ください

４．日局生理食塩液を注入したバイアルを上下に
ゆっくりと、白色の均一な液になるまで１０回
程度反転（転倒混和）させてください

※ バイアルは激しく振らないでください

※ 希釈後は白色の液となります。液中に粒子や変色が
ないことを目視確認してください。液中に粒子や変色
が認められる場合には使用しないでください

５．希釈した日時をバイアルのラベルに記録し、
２～３０℃で保存してください

※ 希釈後１２時間以内かつ室温（8～30℃）で解凍を

始めてから２４時間以内に接種してください
※ 保存する際は室内照明による曝露を最小限に抑え、

直射日光及び紫外線が当たらないようにしてくださ
い

※ 冷蔵庫に保存した場合は使用前に常温に戻してくだ
さい

※ 接種シールとバイアルのロット番号が一致している
ことを確認し保存してください

６．希釈したバイアルから接種量0.2mlの接種液
を接種用のシリンジに吸引してください

※ 粒子及び変色がないことを目視で確認してください。

粒子及び変色が認められる場合は使用しないでくださ
い

※ １回0.2mlを採取できない場合、残量は廃棄して
ください

※ 接種針を刺した状態で余分な接種液を戻す、空気を
抜くなどの操作を行ってください。

※ 乳幼児への接種時は、各被接種者に対して、適切な
針長をご選択ください。

希 釈

第３章 接種までの流れ

③ 接種
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③ 接種

接種は、次の手引きなどに基づいて実施してください。

・「新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種の実施に関する医療

機関向け手引き」

厚生労働省ホームページで閲覧が可能です。

第３章 接種までの流れ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/va
ccine_iryoukikanheno_oshirase.html

※ 内容は、定期的に更新される場合があります。

２３
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③ 接種

第３章 接種までの流れ

区分 接種方法

①1歳未満
大腿前外側部に接種する。接種する筋肉は外側広
筋で、中央1/3 がその接種部位である。

②1～2歳 大腿前外側部または、三角筋中央部に接種する。

③3歳以上 三角筋中央部に接種する。

5歳未満の接種については「通常、三角筋中央部又は大腿前外側部
に、1歳未満は大腿前外側部に筋肉内接種すること。臀部には接種し
ないこと。また、静脈内、皮内、皮下への接種も行わないこと。」となって
おります。筋肉内接種法については以下もご参照ください。

接種部位

（「適正使用ガイド」［コミナティ筋注（1価：起源株）、コミナティ筋注5～11歳用、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用］より）

筋肉内接種の接種方法（標準的な接種部位）

※ 明らかに筋肉量が少ない場合などは、年齢に関係なく大腿前外側部に接種することも可能

《注意事項》

・「三角筋中央部」とは、肩峰の高
さの水平線を底辺とし、腋下の高
さを頂点とした逆三角形の中央部
である。（図）
・ 臀部は、筋肉の容積が小さく、
脂肪組織や神経組織が多く、更
には、坐骨神経損傷の可能性が
あるので、適切なワクチン接種部
位ではない。

（「適正使用ガイド」［コミナティ筋注（1価：起源株）、コミナティ筋注5～11歳用、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用］より）
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④ 接種済証の交付

乳幼児への接種の場合、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。

第３章 接種までの流れ

【母子健康手帳イメージ】
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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。

【重要①】

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。（以下を参照）

■ 乳幼児への接種時は、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。

第３章 接種までの流れ

（「適正使用ガイド」［コミナティ筋注（1価：起源株）、コ
ミナティ筋注5～11歳用、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用］よ
り）
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⑤ 経過観察

第３章 接種までの流れ

【重要②】
広島県において、被接種者にアナフィラキシー等の副反応がみられた
際、搬送先として協力が得られた医療機関のリストを作成しています
ので、リストを参考に、速やかに適切な処置を実施できる体制を確保
するようお願いします。

令和4年10月13日 第27回新型コロナウイルスワクチン接種体制整備に係る連絡会議資料より抜粋

副反応を疑う症状の医療提供体制フロー図（広島県作成）

・新型コロナワクチン接種後の副反応（アナフィラキシー等）に対する
救急対応可能な医療機関（2022年10月17日付け広島県通知）
（通知）
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/196258.pdf
（リスト）
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/196259.pdf
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⑥ VRS（ワクチン接種記録システム）への実績登録

接種当日に、VRSにQRコードを読み込んでください。

第３章 接種までの流れ

【注意】

VRSへ実績登録を行う際には、接種日等の設定が正しいか御確認の上、
行っていただきますようよろしくお願いします。

また、市外の方を接種された場合でも、必ず読み込んでください。

内容 確認するポイント

接種場所
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
読取した日ではなく、接種した日を
登録してください。

ロット番号
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。

ワクチンの種類
接種したワクチンの種類が選択され
ているか確認するようにしてくださ
い。
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⑥ VRS（ワクチン接種記録システム）への実績登録

第３章 接種までの流れ

＜参考＞VRSワクチン選択方法変更について

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。

コミナティ（生後6か月から4歳用）

ABCDE

広島 太郎

【登録イメージ】

2022-12-1

ワクチンメーカー ワクチン製品名

ファイザー

コミナティ（２価：ＢＡ.４／５）

コミナティ（２価：ＢＡ.１）

コミナティ

コミナティ（5から11歳用）

コミナティ（6か月から4歳用）

モデルナ
スパイクバックス（２価：ＢＡ.１）

スパイクバックス

アストラゼネカ バキスゼブリア

武田（ノババックス） ヌバキソビッド

《ワクチンメーカーとワクチン製品名一覧表》
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① 費用請求

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（以下、「国保
連」という。）へ請求してください。

第４章 その他

＜請求期間＞
予防接種実施日の翌月1日から10日まで
（ただし、10日が土日祝日の場合は、翌営業日までに提出する。）

＜請求先＞
〒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

広島県国民健康保険団体連合会作成「新型コロナワクチン接種の請求に関する手引き（令和4年10月1日）作成」より抜粋

その他費用請求に係る注意事項等は、広島県国民健康保険
団体連合会ホームページで確認することができます。

https://www.hiroshima-kokuhoren.or.jp/medical/index.html#cp2

３０
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① 費用請求

第４章 その他

６歳未満の乳幼児加算及び時間外・休日加算について

６歳未満の方へ接種した場合は、通常の接種費用に乳幼児加算が
加算されます。（予診のみを含む。）「休日・時間外」に接種した場
合は、乳幼児加算に加えて「休日・時間外」加算もあわせて国保連へ
請求を行ってください。

６歳未満の方へ接種した場合は、塗りつぶしてください。

※時間外や休日に接種した場合は、当該項目も併せて塗り
つぶしください。
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① 費用請求

第４章 その他

【V-SYS登録手順】

V-SYSへログイン（(https://v-sys.my.salesforce.com/）し、
「国保連提出用請求総括書・市区町村別請求書の作成」をクリック
する。

「□6才未満の実績入力（チェックを入れると画面右側に入力欄が
表示されます）」を☑選択し、「時間外・休日加算」等の請求区分
に応じて接種回数を入力する。※入力方法は、次ページ参照

「予診のみ」の予診票については、タブを切り替えて回数を入力する。

保存ボタンをクリックし、請求総括書及び市区町村別請求書を
印刷する。

請求総括書を一番上として、市区町村別請求書（同一市内にお住
まいの方を含む）、予診票（原本）の順に編綴し国保連へ送付する。

３２
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① 費用請求

第４章 その他

【６歳未満の方に接種した場合のV-SYS操作】

６歳以上の方の接種回数を登録後、「□６才未満の実績入力
（チェックを入れると画面右側に入力欄が表示されます）」
に✔を入れる

画面を右側にスクロールすると、「６歳未満（回）」の項目
が表示される。登録方法は、６歳以上の場合と同じ。
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① 費用請求

第４章 その他

（参考）【V-SYSから出力する請求総括表及び市町村別請求書】
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② 副反応疑い報告

第４章 その他

③ 間違い接種があった場合

【広島市への報告手順】
① 間違い発覚後、速やかに健康推進課（082-504-2834）へ、電話に

よる第一報を入れる。
② 電話による概要の報告後、本市ホームページ（ページ番号：234102）

に掲載している報告書に詳細を記入する。
③ 電子メール（k-suishin@city.hiroshima.lg.jp）又はＦＡＸ

（082-504-2471）で報告書を提出する。

・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。

・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_youshikietc.html

誤った用法用量で接種した場合など、間違い接種が発生した
場合は、速やかに被接種者の住民票がある自治体（広島市民
の場合は広島市）へ報告してください。

３５
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④ ワクチンの廃棄があった場合

第４章 その他

やむを得ず、ワクチンを廃棄することになった場合は、健康推進課ワクチ
ン管理班（082-504-2880）まで御連絡ください。
「新型コロナウイルスワクチン取扱い事故報告書」の様式をメールでお送
りしますので作成のうえ提出してください。
あわせてV-SYSへ廃棄したバイアル本数の登録をお願いします。

〔新型コロナウイルスワクチン取扱い事故報告書〕

廃棄に至った経緯や
再発防止策について記入
をお願いします。
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⑤ ワクチンへの異物混入を確認した場合

ワクチンへの異物混入を確認した場合は、本市及びファイザー社にご連
絡ください。

ファイザー株式会社
・連絡先 ：0120-146-744（フリーダイヤル）
・受付時間： 9：00 ～ 20：00（平日・土曜日）

広島市役所健康推進課 ワクチン管理班
・連絡先 ：082-504-2880

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（生後６か月以上４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】

第４章 その他

イメージ
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⑥ コロナワクチンナビについて

第４章 その他

V-SYSの医療機関情報が、コロナワクチンナビ等で表示されますので常
に最新の情報としてください。

【医療機関情報の確認方法】

① V-SYS（https://v-sys.my.salesforce.com/）にログインし、

「この医療機関の情報をみる」をクリック

V-SYS操作マニュアル（医療機関向け）より抜粋

② 「コロナワクチンナビでの公開情報」の登録状況を確認

V-SYS操作マニュアル（医療機関向け）より抜粋

３８
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⑥ コロナワクチンナビについて

第４章 その他

【医療機関情報の修正方法】

③ 「コロナワクチンナビでの公開情報」の内容を修正する

V-SYS操作マニュアル（機関向け）より抜粋

④ 「申請・保存」をクリック

V-SYS操作マニュアル（機関向け）より抜粋
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第４章 その他

【医療機関情報の修正方法】

「一般受入」の可否を修正した場合は、本市の承認をもってコロナワクチ
ンナビに情報連携されます。

【接種受付予約状況を確認・更新する方法】

① V-SYS（https://v-sys.my.salesforce.com/）にログインし、

「予約の受付情報の変更」で予約状況が最新の状態であるか
確認します。

⑤ コロナワクチンナビについて

４０
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第４章 その他

【接種受付予約状況を確認・更新する方法】

③ 「接種完了」画面の「OK」をクリック

② 「更新」をクリック

この一連の手順で接種予約受付状況が更新されます。

⑥ コロナワクチンナビについて

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

４１



第４章 その他

【本市予約システムを利用した場合の予約受付】

⑦ 乳幼児における接種予約受付

乳幼児（生後6か月から4歳）への新型コロナワクチン接種に限り、本
市予約受付システムを利用する場合は、システム利用に必要な初期
設定や予約枠の設定等を本市で行います。
予約受付システム利用の詳細等は、「予約受付システム利用施設向け説明動画」をご確認ください。

本市予約受付システムの概要

接種施設

・接種計画等の提出
・予約状況の確認
・予約枠の変更設定

予約受付

広島市

・利用開始の初期設定
・予約枠の設定
・予約時の留意事項の掲載
・予約枠の公開

電話予約

WEB予約

代 行

連携

被接種者

予 約

利用するメリット

（予約受付時の負担軽減）
➣ 被接種者からの接種予約に関する電話対応等が不要となります。
➣ 予約受付時に、予約時の留意事項をお伝えします。

（例）接種当日に接種済証とお薬手帳を持参してください など
※ 予約時の留意事項コメントの掲載内容に限ります。

（事務負担の軽減）
➣ 本市において確認した接種前日までの予約枠の空き状況を市ホームページで公開します。
➣ 予約受付システムを利用するために必要な事務の一部を本市が実施します。

※ 本市予約受付システムは、広島市に住民票のある方のみ利用できるため、他市町の接種希望者は、各接種施設において
予約を受け付けていただく必要があります。また、予約枠は一般公開となるため、かかりつけ以外の方の予約が入ります。 ４２



①アンケートフォーム及び電話連絡
※認識の相違を防ぐため、電子データによる情報提供を行う。
また、迅速な通知に対応するため、電話連絡を行う。

②空き枠について
LINE通知

※原則、随時通知

③当日接種希望の連絡
※LINEの受信設定により、接種を希望する
区の情報のみ受信することが可能。

④接種枠が埋まった旨を電話連絡
※以後、LINEを見てキャンセル待ち希望者が
連絡をしないよう、再度通知する必要があるた
め。

⑤接種枠が埋まったこと
をLINE通知
※以後、LINEを見てキャ
ンセル待ち希望者が連絡
をしないよう、再度通知す
る。

医療機関

接種希望者

広島市

本日、下記の医療機関において、
キャンセル枠での5～１１歳の接種
予約を電話で受け付けます。
接種を希望される方は、以下の募集
要件を必ずご確認の上、医療機関へ
直接お電話してください。

【医療機関情報】
名称：●●医院
住所：広島市中区●●町１－２３
電話番号：082-999-9999
来院希望時間：●●時●●分まで
ワクチン：ファイザー社製（5～
11歳用）
特記事項：駐車場有り

【募集要件】
■接種券、本人確認書類（運転免許
証等）などを持参できる方
■保護者同伴で来れる方

【通知イメージ】

下記の医療機関について、本日分の
キャンセル枠が埋まりました。

●●医院
広島市中区●●町１－２３

ワクチンロス対策にご協力いただき
ありがとうございました。

【通知イメージ】

⑥予約時間に来院し、
ワクチン接種を受ける

Ⓐ接種前日までの接種枠に空きがある場合

Ⓑ接種当日の接種枠に空きがある（発生した）場合

① 市ホームページへの掲載を希望する空き状況
についてメールまたは電話連絡（随時）

② 毎日13時時点の情報
を市ホームページへ掲載

④ 接種予約の連絡

医療機関

接種希望者

広島市

市ホームページ

③ 空き状況の確認

⑤ 市ホームページへ掲載した空き状況が埋まった
ことについてメールまたは電話連絡（随時）

【掲載情報】
区、医療機関名、住所、連絡先、
2週間先までの予約空き状況

⑧ ワクチンロス対策について

第４章 その他

本市の予約受付システムを活用して
乳幼児接種の予約を行う医療機関
におかれましては、毎日13時時点の
空き情報を自動的に掲載します。
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• 市ホームページへ掲載を希望した空き状況に変更があった場合、メールまたは電話連絡により市健康推進課
へ連絡する。

• メールの場合、「h-yobou@city.hiroshima.lg.jp」宛てに連絡することとし、件名は「新型コロナワクチン
空き状況連絡」とする。

• 電話の場合、市健康推進課ワクチン担当（℡:（082）504-2880）へ連絡する。
• 連絡する項目は、

①医療機関名
②住所
③連絡先
④予約枠空き状況変更日 とする。

⑥市ホームページへ掲載した空き状況が埋まったことについてメールまたは電話連絡（ ）

• 13時までに連絡のあった情報に基づいて空き状況リストを作成し、市ホームページへ掲載する。（イメージはP▲参照）

【接種を行っている医療機関】
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/217375.html#kobetusesshusisetu2

• 市ホームページや市からのLINE通知により、接種枠の空き状況を確認する。

Ⓐ接種前日までの接種枠に空きがある場合の事務手順
（受付時間 Tel ：月～金 9時～17時、土 9時～13時 Mail:24時間）

②毎日13時時点の情報を市ホームページへ掲載（ ）

④空き状況の確認（ ）

（ 医療機関 → 広島市 → 接種希望者 → ）医 市 希

市

医 市→

希

• 市ホームページへ掲載を希望する空き状況がある場合、メールまたは電話連絡により市健康推進課へ連絡
する。

• メールの場合、「h-yobou@city.hiroshima.lg.jp」宛てに連絡することとし、件名は「新型コロナワクチン
空き状況連絡」とする。

• 電話の場合、市健康推進課ワクチン担当（℡:（082）504-2880）へ連絡する。
• 連絡する項目は、

①医療機関名
②住所
③連絡先
④予約枠空き日 とする。

①市ホームページへ掲載を希望する空き状況についてメールまたは電話連絡（ ）医 市→

• 市ホームページへ掲載した情報を市LINE公式アカウント登録者（生後6か月～4歳の当日キャンセル枠の受
信設定をした者に限る。）に対してプッシュ通知する。

③毎日15時に市ホームページ掲載情報をLINEで通知（ ）市 希→

• 接種枠の空き状況を確認の上、接種予約の連絡を行う。

⑤接種予約の連絡（ ）希 医→

第４章 その他
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• 送信されたアンケートのデータ内容を確認し、不明点等があれば医療機関へ電話により確認する。
• 内容の確認が完了次第、広島市LINE公式アカウント登録者のうち、医療機関の所在する区のキャンセル待

ち希望者に対してプッシュ通知する。 （イメージはP43参照）

• 市からのLINE通知の内容を確認し、当キャンセル枠により接種を希望する場合には、LINE通知に記載された
予約先電話番号へ直接電話し、接種の予約を行う。

• 市健康推進課ワクチン担当（℡:（082）504-2880）へ架電し、接種枠が埋まったことを連絡する。
• 連絡の際は、医療機関名及び所在地を市職員へ伝えること。

• 上記②で通知したLINEアカウント登録者に対して、接種枠が埋まったことをプッシュ通知する。
（イメージはP43参照）

• 接種券や予診票などの必要書類を準備し、予約した時間に来院してワクチン接種を受ける。

②空き枠についてＬＩＮＥ通知（ ）

③当日接種希望の連絡（ ）

④接種枠が埋まったことを電話連絡（ ）

⑤接種枠が埋まったことをＬＩＮＥ通知（ ）

⑥予約時間に来院し、ワクチン接種を受ける（ ）

（ 医療機関 → 広島市 → キャンセル待ち希望者 → ）医 市 キ

※スマートフォン等からアンケートフォームを送信する場合はこちら→

【医療機関の皆様へ】

 接種者が既に他の医療機関や集団接種会場で接種予約していないかを確認し、既に予約をしている場合に

は、現在の予約をキャンセルするよう案内してください。

市 キ→

市 キ→

医 市→

キ 医→

キ 医→

• 当日の急なキャンセルや予診の結果接種を見送ったこと等により余剰ワクチンが発生した場合、発生した余剰
ワクチン数及び希釈した時間等を確認し、広島市ホームページ（ページ番号：246398）内の所定のアン
ケートフォームにより広島市に必要事項情報を送信する。

• アンケートフォームによる送信後、市健康推進課ワクチン担当（℡:（082）504-2880）へ架電し、余剰
ワクチンが発生したこと及びアンケートフォームを送信したことを連絡する。

①アンケートフォーム及び電話連絡（ ）医 市→

Ⓑ接種当日の接種枠に空きがある（発生した）場合の事務手順
（受付時間：月～金 9時～17時、土 9時～13時）
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市ホームページへの掲載イメージ

＜参考＞

第４章 その他

LINE通知イメージ

本日、下記の医療機関において、生後6か月
～4歳のキャンセル枠での接種予約（1～3回
目接種）を電話で受け付けます。
接種を希望される方は、以下の募集要件を必
ずご確認の上、医療機関へ直接お電話してく
ださい。

【医療機関情報】
名称：●●医院
住所：広島市中区●●町１－２３
電話番号：082-999-9999
来院希望時間：●●時●●分まで
ワクチン：ファイザー社製（生後6か月～4歳
用）
特記事項：駐車場有り

【募集要件】
■接種券、母子健康手帳、本人確認書類（マ
イナンバーカード等）などを持参できる方
■2回目接種の場合、ファイザー社製ワクチ
ン（生後6か月～4歳用）で1回目接種を受け、
接種から3週間以上経過している方
■3回目接種の場合、ファイザー社製ワクチ
ン（生後6か月～4歳用）で2回目接種を受け、
接種から8週間以上経過している方

下記の医療機関について、本日分のキャン
セル枠の受付は終了しました。

●●医院
広島市中区●●町１－２３

ワクチンロス対策にご協力いただきありが
とうございました。

《当日枠が空いたとき》 《当日枠が埋まったとき》
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