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１　接種対象者

3

■５歳以上１１歳以下の者

　（１）年齢の考え方
　　〇５歳：５歳の誕生日の前日に５歳になります。

　　〇１１歳：１２歳の誕生日の前々日までが１１歳となります。
　　　＜満年齢の考え方＞

　　　　　誕生日の前日に１歳年をとると考えるため、例えば平成２９年（２０１７年）７月３０日生まれの者は、

　　　　令和４年（２０２２年）７月２９日に５歳となります。

　（２）使用するワクチン
　　ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）

     　⇒１回目接種時に１１歳だった子どもが、２回目接種までの間に１２歳になった場合は、

      　  ２回目接種には「５～１１歳用ワクチン」を使用してください。

　　　⇒１２歳の誕生日の前日に１回目を接種する場合は、

　　　　　「５～１１歳用ワクチン」ではなく、「１２歳以上用ワクチン」を使用してください。

　（３）必須となるもの
　　１６歳未満の者に接種する場合は、保護者の同意・同伴が必要です。

　（４）その他
　　宮崎県の他市町村の方が接種を受ける場合でも、住所地外接種届出済証の確認は不要です。



ファイザー社(5～11歳） ファイザー社(12歳以上）

販売名 コミナティ筋注5～11歳用 コミナティ筋注

ワクチンキャップの色 　　　オレンジ 紫

１バイアルの容量 1.3mL 0.45mL
解凍 室温で解凍した場合の制限時間

接種まで24時間以内かつ
希釈後12時間以内 希釈まで2時間以内

希釈 希釈時の生理食塩液容量 1.3mL 1.8mL

充填
１回接種量 0.2mL 0.3mL

接種回数 10回分/バイアル
※針付きシリンジは27G・5/8inch

6回分/バイアル（特殊な針・シリンジ）
※7回採取できる場合は、それも使用可能

保存
期間

-90℃～-60℃ 9ヶ月間

-25℃～-15℃ 保存不可 14日間
※１回に限り、再度-90～-60℃に戻し保存可。

2℃～8℃ 10週間※再凍結不可 1ヶ月間※再凍結不可

希釈後（2～30℃） 12時間 6時間
最小流通単位 10バイアル/箱 195バイアル/箱

２　使用するワクチン
（１）　「５～１１歳用」と「１２歳以上用」のワクチンの比較　
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　●１バイアルあたり１０回接種分の採取が可能です。

　　　⇒１０人単位で予約を受け付けてください。

　●希釈後２～３０℃で１２時間の保存が可能です。
　    ⇒（例）１バイアルを朝希釈し、午前５人、午後５人に分けて接種するなど。

　●５歳～１１歳用のワクチンと１２歳以上用のワクチンを取り扱う場合は、
　　 ワクチンを混同しない接種体制が必要です。
　    ⇒曜日や時間帯を明確に区分して、接種やワクチンの管理を行ってください。

        ⇒シリンジシールをご活用ください。
　　　※ファイザー社ワクチンについては、ワクチンを配達する際に、「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」をお渡しする予定です。
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２　使用するワクチン
（２）５～１１歳用ワクチンの主な特徴と留意点



集合契約への参加

①ワクチン接種契約受付システム（以下のURLで出力）で必要事項を入力し、 委任状
　 を作成してください。【　https://cont-mhlw.force.com/mhlw/vs_ininJyoTouroku　】

②作成した委任状を宮崎市郡医師会に提出してください。
　※宮崎市郡医師会未加入の場合は、宮崎市に委任状を提出してください。　

V-SYS（ワクチン接種円滑化システム）の入力

・ ｢コロナワクチンナビ｣で公開される医療機関の情報登録や宮崎市民以外の接種者
　にかかる請求総括書（国保連提出用）の作成などで、使用するシステムです。
　※委任状作成時に登録したメールアドレスにID／パスワードが届き次第、接種開始
　　までに医療機関の情報登録をお願いします。
　※「ワクチン接種の責任者等」などの必須項目になっている情報は必ず入力
　　してください。

３　接種開始までに行う手続き等
　（１）　集合契約への参加及びV-SYSの入力
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①　２～８℃の環境でワクチンを保存するための冷蔵庫

②　予診等で用いるもの
　 ・医療従事者用のマスク、使い捨て手袋
　 ・使い捨て舌圧子
　 ・体温計
③　接種に用いる物品のうち接種実施医療機関等で準備するもの
　・消毒用アルコール綿（アルコール過敏症の被接種者用にクロルヘキシジン等のアルコール以外の
　　消毒綿も用意すること。）
 　・トレイ
　 ・医療廃棄物容器、針捨て容器
　 ・手指消毒剤
④　救急用品※

「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手引き（7.0版）」より抜粋

　  ■薬　　　　　　   剤： アドレナリン製剤（アドレナリン注 0.1% シリンジ「テルモ」）、ポララミン注　5㎎、
　　　　　　　　　　　　　　   ソル・コーテフ注射用100㎎（溶解液）、生理食塩水（500ml、100ml）
　　■気道確保物品　： 酸素ボンベ、アンビューバッグ、バイトブロック
　　■ルート確保物品： 静脈留置針（20G、22G）、翼状針、三方活栓付き輸液セット、駆血帯、

　　　　　　　　　　　　　　 ルート固定テープ

 　　■その他物品　　 ： 血圧計（電動、アネロイド）、パルスオキシメーター

【参考】集団接種会場で準備している救急用品

３　接種開始までに行う手続き等
　（２）　準備する物品等
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４　接種当日に行う手続き等
　（１）　接種当日の流れ

①　受　付

・被接種者が持参した接種券を確認し、記載された氏名等と本人確認書類（健康保険
 証、運転免許証、マイナンバーカード等）の内容を確認するなどの方法により、接種対  
 象者の確認を行う。

②　予　診

・接種を行う前に、予診票の確認、問診、診察を行い、接種を受けることが適当でない
 者（接種不適当者）又は接種の判断を行うに際して注意を要する者（接種要注意者）
 に該当するか否か調べる。

③　接種後

・予診票に、ワクチン名・ロット番号のシールを貼付する。
  また、 予診票の写し（コピー）を医療機関において保管する。
・接種済証または親子（母子）健康手帳に、ワクチン名・ロット番号のシールを貼付し、
  接種年月日及び接種場所を記入する。
・接種後、アナフィラキシーや血管迷走神経反射等の症状が生じることがあるため、
  一定期間、健康観察を行う。　「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手引き（7.0版）」より抜粋
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　 ・　受付時に接種券と本人確認書類（健康保険証、運転免許証、マイナンバーカード等）
①　本人確認

・健康保険証
・運転免許証
・マイナンバーカード
・住基台帳カード　
・国、地方公共団体の機関が発行した身分証明証
・船員手帳
・海技免状　
・小型船舶操縦免許証　
・猟銃・空気銃所持許可証
・戦傷病者手帳
・宅地建物取引士証
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・認定電気工事従事者認定証
・特種電気工事資格者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・運行管理者技能検定合格証明書
・動力車操縦者運転免許証

・教習資格認定証
・警備業法第23条第4項に規定する合格証明証
・身体障がい者手帳
・療育手帳
・運転経歴証明書(H24.4.1に交付されたものに限る)
・在留カード又は特別永住者証明証
・船員保険被保険者証
・介護保険被保険者証
・共済組合証
・国民年金手帳
・国民年金証書
・厚生年金保険証書
・船員年金保険証書
・恩給証書
・請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
・後期高齢者医療被保険者証
・生活保護受給者証・受給証明書
・宮崎市市民カード

※接種券を持参していない場合は、接種を受けることができません。
※本人確認書類を忘れた場合は、本人に「氏名、生年月日」を申告してもらい、
　 接種券の「氏名、生年月日」と突合し、接種の対象者であることを確認します。

本人確認書類一覧

の内容を確認し、接種の対象者本人であることを確認します。

４　接種当日に行う手続き等
　（２）　受付
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接種券イメージ

被接種者の｢氏名｣、｢住所｣、｢生年月日｣
が既に印刷されているため、本人確認書
類と突合します。
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②　確認事項

・ファイザー社ワクチンの接種間隔は、１８日以上の間隔をおいて、標準的には、

 ２０日の間隔を置いて２回接種します。（次ページ参照）

・新型コロナウイルスワクチンは２回接種が原則のため、２回目を接種する場合、 
 接種済証や親子（母子）健康手帳を確認し、過去に接種したワクチンの種類を確認
 します

・新型コロナワクチンの接種前及び接種後に、他の予防接種を行う場合は、原則
 として１３日以上の間隔をおきます。

４　接種当日に行う手続き等
　（２）　受付



11
出典：「新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保について　自治体説明会③」資料１（R３.２.１７）

４　接種当日に行う手続き等
　（２）　受付



①　接種不適当者

「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手引き（7.0版）」より抜粋

　   予診の結果、異常が認められ、以下の接種不適当者に該当する疑いのある者と

　判断される者に対しては、当日は接種を行わない。

ⅰ　新型コロナウイルス感染症に係る他の予防接種を受けたことのある者で本予防接種を行う必要が

     ないと認められるもの

ⅱ　明らかな発熱を呈している者（※１）

ⅲ　重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

ⅳ　本予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 （※２）

ⅴ　アストラゼネカ社ワクチンを使用する場合にあっては、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を

　   受けた後に血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）を発症したことがある者

     及び毛細血管漏出症候群の既往歴のあることが明らかな者

ⅵ　上記に該当する者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

※１　明らかな発熱とは、通常 37.5 ℃以上の発熱をいう。

※２　いずれ かの新型コロナワクチンの接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことが明らかで

        ある者については、当該者に対し、当該新型コロナワクチンの接種を行うことができない。

４　接種当日に行う手続き等
　（３）　予診
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②　接種要注意者

「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手引き（7.0版）」より抜粋

   予防接種の判断を行うに際して注意を要する以下の者については、被接種者の

健康状態及び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に

基づく同意を確実に得る。

ⅰ　心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者

ⅱ　予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈した

      ことがある者

ⅲ　過去にけいれんの既往のある者

ⅳ　過去に免疫不全の診断がされている者及び近 親者に先天性免疫不全症の者がいる者

ⅴ　接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者

ⅵ　バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテックス）が含まれている製剤を使用する際の、ラテックス

     過敏症のある者（※）

※　ファイザー社 、 武田 モデルナ社 及びアストラゼネカ社 のワクチン のゴム栓には、乾燥天然ゴムは

     使用されていない。

４　接種当日に行う手続き等
　（３）　予診
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③　予診票の確認ポイント

４　接種当日に行う手続き等
　（３）　予診
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④　被接種者記入欄の確認 　 　「生年月日」を確認し、必ず満年齢を確認してください
　　　
　　　【注意点】
　　　　●１回目の接種日が１２歳の誕生日の前日＝１２歳
　　　　　⇒１・２回目とも「１２歳以上用ワクチン」で接種します。
　　　　●１回目の接種日が１２歳の誕生日の前々日＝１１歳
　　　　　⇒１・２回目とも「５歳～１１歳用ワクチン」で接種します。
　　　　　　　　　　　　　

 ｢2週間以内に予防接種を受けましたか｣の質問事項の回答が
　｢はい｣の場合は、受けた日から13日以上の間隔があいている
　かを確認します。

・医師の診察・説明を受け、 接種を希望した日が記入されて

　いるかを確認します。

・被接種者が｢16歳未満｣の場合は、本人ではなく

　｢保護者の署名（自署）｣が必要です。保護者の署名が

　されているかを確認します。

宮崎　花子
R4    3      1

予診票イメージ（本市の予診票は白色です。）

宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号

宮崎　子太郎
ﾐﾔｻﾞｷ       ｺﾀﾛｳ

2  0 1 0 0  4   0  1 1 1 ✔ 3 6      5

レ
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４　接種当日に行う手続き等
　（３）　予診



①　接種適否を判断し、判断内容にチェックしてください。

②　接種適否を判断した医師の自署または記名と押印をしてください。

① ②

レ

日向　太郎

⑤　医師記入欄の記入

③　接種量（０．２ml）を記入してください。

④　実施場所（医療機関名）、医師名（押印不要）、医療機関コード、

　　 接種日（スタンプ可）を記入してください。

 　　  ※ この医師記入欄は医師の指示のもと、医師以外の者が
            記入することができます。
⑤　接種した腕（左、右）にチェックを入れ、接種時間を
　　 記入してください。

0 2
○○クリニック

日向　太郎

4  5  2 0  1  7  0 1  2  3

③

④

□左　　□右　　時　　分レ 0019 ⑤

2　   0 3     0  1

宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号

宮崎　子太郎

ﾐﾔｻﾞｷ       ｺﾀﾛｳ

2  0 1 0 0  4   0  1 1 1 ✔ 3 6      5
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４　接種当日に行う手続き等
　（３）　予診



①　「時間外」や「休日」、「小児（６歳未満）」に接種した場合
　　　（予診のみを含む）は、ボールペン（色は問わない）又は
　　　鉛筆で　 　を濃く塗りつぶしてください。
　　　時間外の場合は、受付時間も必ず記入してください。

①

19 00

⑥　医療機関記入欄の記入

【時間外の定義】

　・休日以外の日で、平素から当該医療機関が定めている

　　診療時間（看板等に掲げているもの）以外の時間とする。

【休日の定義】

　・日曜日

　・国民の祝日に関する法律第３条に規定する国民の祝日

　・上記以外で平素から当該医療機関が定めている診療時間

　　において、終日、診療時間が割当てられていない日（休診日）

【小児（６歳未満）に該当する場合】

　・６歳未満の者（６歳の誕生日の前日までの者）に接種

　　した場合（「予診のみ」となった場合を含む）、１接種あたり

　  ７２６円（税込）が接種費用に加算されます。

宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号

ﾐﾔｻﾞｷ       ｺﾀﾛｳ

2  0 1 0 0  4   0  1 

宮崎　子太郎

1 1 ✔ 3 6      5
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４　接種当日に行う手続き等
　（３）　予診



接種券

接種済証に貼る

①　接種ありの場合の事務処理 予診票

ワクチン接種シール
（接種済証貼付用）

ワクチン接種シール
（予診票貼付用）

予診票に貼る

予診票に貼る

2  0 1 0 0  4   0  1 
宮崎　子太郎

1 1 3 6      5

宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号

ﾐﾔｻﾞｷ       ｺﾀﾛｳ

✔ 

• 未就学児については、予防接種済証に代えて、
親子（母子）健康手帳に予防接種及びワクチンの
種類、接種年月日その他の証明すべき事項を記
載してください。 18

４　接種当日に行う手続き等
　（４）　接種後



②　予診のみの場合の事務処理

接種券

予診票

予診票に貼る

宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号

2  0 1 0 0  4   0  1 
宮崎　子太郎

1 1 3 6      5

ﾐﾔｻﾞｷ       ｺﾀﾛｳ

✔ 

19

　予診のみの場合も、「医師記入欄」及び「医療機
関記入欄」の記入をお願いします。
　接種年月日には、「予診を行った年月日」を記入
してください。

４　接種当日に行う手続き等
　（４）　接種後



接種記録の登録

読み取られた被接種者情報に
誤りがないか確認し、登録してく
ださい。

接種券の読み取り

カメラ内に二次元コードを
合わせてください。

　　 ・接種（予診のみも含む）した当日に、専用タブレット（国から貸与）で接種券を読み
       取り、被接種者の情報を登録してください。
　　 ・このシステムにより、個人の接種情報が逐次確認
       できるようになります。

※病院名を設定済み。変更しない※

←確認・変更

←確認・変更

←確認・変更←確認・変更

接種日・ロットNo等の修正

接種日、ロットNo、医師名が変わ

る場合は、そのたびに修正してく
ださい。

また、ワクチンは「ファイザー（５か
ら１１歳用）」を選択してください。

画面イメージ

予診票右上に貼付した
接種券を読み取ります

20

ファイザー（５から１１歳用）

宮崎　子太郎

宮崎県宮崎市

○○○小児科

1234567890

４　接種当日に行う手続き等
　（４）　接種後



　配布したタブレットと「ＶＲＳ（ワクチン接種記録システム）用
タブレット操作手順（概要）」をご準備ください。

VRS（ワクチン接種記録システム）用タブレット操作手順（概要）

㊟ システムへのログインID、パスワードを記載しているため、取り扱いにはご注意ください。

１）「タブレットスタートアップガイド」を参考に起動する。
起動画面の初期パスワード：

２）「VRSワクチン接種記録システム」（白地に注射器のアイコン）をタップする。
※次のような画面が表示された場合は、「選択」をタップする。

３）次のログインID、パスワードを入力し、「ログイン」をタップする。

1

wsxnji21

ログインID 施設によって異なるID
パスワード 施設によって異なるパスワード

医療機関等の名称

※医療機関によって配布しているタブレットの
　 形状が異なります。

縁が白いタブレット 縁が黒いタブレット

５　ＶＲＳ（ワクチン接種記録システム）の登録手順

21



電源ボタン

　タブレットの電源を、振動（バイブ）するまで、長押ししてくだ
さい。

５　ＶＲＳ（ワクチン接種記録システム）の登録手順

22



　ロックを解除し操作手順(概要)に記載してある初期パスワード
「  wsxnji21  」を入力してください。

タップ

５　ＶＲＳ（ワクチン接種記録システム）の登録手順

23



　表示された注射器のアイコンをタップし、表示される
「証明書の選択」画面では「選択」をタップしてください。

５　ＶＲＳ（ワクチン接種記録システム）の登録手順
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　操作手順に記載された、ログインＩＤとパスワードを入力し、
ログインをタップしてください。

※英字の大文字小文字の切り替え方法

左下の文字を１度タップし、
「Ａ」が緑色に変わっている
ことを確認し、　　を押す。

※黒い縁のタブレットでアルファベットが含まれるログインIDを入
力する場合は、↑を2度タップする必要があります。

５　ＶＲＳ（ワクチン接種記録システム）の登録手順

25



　デモンストレーションのため、「変更せず次へ」をタップし、
次の画面で「読み取り開始」をタップしてください。

５　ＶＲＳ（ワクチン接種記録システム）の登録手順

26

・登録する予診票の情報と、接種日などのタブレット
　の設定項目が一致しているか必ず確認してください。
・変更がある場合は、その都度、左下の「変更」より
　設定項目を適宜修正してください。



５　ＶＲＳ（ワクチン接種記録システム）の登録手順

27

①カメラを、予診票右上の接種券
（二次元コード）に合わせてください。
②「次へ」をタップしてください。

③接種券の氏名と、タブレットの
　 氏名が一致していることを確認し
　 「登録」をタップしてください。



　「一覧」機能より、タブレットからの登録件数(当日の登録のみ)、
　「操作説明」機能より、詳細な操作方法の確認が可能です。

縁が白いタブレット：
　画面上部にメニューが表示されています。

縁が黒いタブレット：
　画面右上の「三」に似たボタンをタップすると、
　メニューが表示されます。

５　ＶＲＳ（ワクチン接種記録システム）の登録手順
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　①　宮崎市民分
　　 ア　宮崎市郡医師会に加入している医療機関
　　　    月末締めで、翌月７日までに、予診票（原本。以下同じ。）と総括票を
　　　 宮崎市郡医師会に提出してください。
　　 イ　宮崎市郡医師会に加入していない医療機関
        　月末締めで、翌月１０日までに予診票と総括票を宮崎市に提出してください。
　②　 他市区町村民分
　　 　 　請求先の市区町村ごとに仕分けをした予診票、総括書及び請求書を宮崎県国保
　　　　  連合会に提出してください。

宮崎市 他市区町村

宮崎県国保連

ア　宮崎郡市医師会に加入している

　　 医療機関

① ②

宮崎市郡医師会

予診票
・

総括票

医療機関

支払い請求

支払い請求

支払い請求

支払い請求

支払い請求

イ　宮崎郡市医師会に加入していない

　　 医療機関

予診票
・

総括票

予診票
・

総括票

予診票
・

総括書
　　・
請求書

予診票
・

総括書
　　・
請求書

６　接種費用等

　（１）　請求手続き
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ア　宮崎市郡医師会に加入の

　医療機関が提出する総括票

※　ア・イの総括票は市ワクチン特設サイトからダウンロードしてください。

イ　宮崎市郡医師会に未加入の

医療機関が提出する総括票

６　接種費用等

　（１）　請求手続き

30

①　宮崎市民分



　 　宮崎県国保連合会（他市区町村民分）に

提出する総括書・請求書

※  国保連へ提出する総括書・請求書はＶ－ＳＹＳから出力してください。

６　接種費用等

　（１）　請求手続き

31

②　他市区町村民分



①　接種単価・上乗せ

  ア　接種単価：接種実施者　2,277円（税込）/回　・　予診のみ 1,694円（税込）/回　　

  イ　上乗せ額：時間外加算     803円（税込）/回　・　休日加算 2,343円（税込）/回 ・　

　　　　　　　　　  小児（6歳未満）加算額 726円（税込）/回

②　国の主な支援策

  ア　診療所：週100回以上の接種を｢所定の期間｣に4週間以上実施した場合、週100回以上接種した週

　　　　　　　　　　 ⇒　2,000円加算/回

  　　　　　　　：週150回以上の接種を｢所定の期間｣に4週間以上実施した場合、週150回以上接種した週

　　　 　　　　　　　⇒　3,000円加算/回

　イ　病院：特別な体制を組んで、50回以上／日の接種を週1回以上、所定の期間に、4週以上行った場合

                       ⇒　医師：1人1時間あたり　7,550円　　看護師：1人1時間あたり　2,760円

　ウ　診療所・病院：50回以上/日の接種を行った場合

　　　　　　　　　　⇒　10万円/日（診療所においてはアと重複での交付は不可）　　　

　　　　※｢所定の期間｣は、｢2月・3月｣は｢2月6日～3月31日｣の予定

　　　　※本支援策の問い合わせや申請先は、宮崎県ワクチン接種プロジェクトチーム

　　　　　　【問い合わせ・申請先】　宮崎県ワクチン接種プロジェクトチーム（0985-44-2755）

６　接種費用等
　（２）　接種単価・上乗せ額及び支援策
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①　支援内容

　 １接種当たり３５０円（原則、宮崎市の住民基本台帳に記録されている者）

　　　※全国統一の単価に含まれないが、新型コロナワクチン接種に係る体制を確保するために

　　　　 必要な費用の一部を負担（接種後の経過観察業務、ＶＲＳの登録業務、キャンセル対応等）

②　対象者

　 宮崎市内の個別接種実施医療機関（介護老人保健施設を含む）

③　支援期間

　 令和３年１２月１日から令和４年９月３０日まで　

④　協定の締結

　支援を受けるためには、事前に宮崎市と協定を締結する必要がある。

　　【宮崎市郡医師会 会   員】　医療機関は、宮崎市郡医師会に委任状を提出し、その後、宮崎市郡医師会と　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  宮崎市が協定を締結する。

　　【宮崎市郡医師会 非会員】　医療機関は、宮崎市と直接協定を締結する。

⑤　支払方法

　　【宮崎市郡医師会 会   員】　医師会を通じてお支払いする、予防接種費用に併せて毎月支払う。

　　【宮崎市郡医師会 非会員】　毎月市から直接支払う。　

６　接種費用等
　（３）　市独自の支援策
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７　宮崎市新型コロナワクチン特設サイト
　（１）　医療機関の方へのお知らせ

①　市ホームページから、特設サイトへ移行 ②　医療機関の方へをクリック

②´　医療機関の方へをクリック ③　随時更新されるため、ご確認ください

【市ワクチン特設サイト「医療機関の方へ」】 https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/covid19/for-medical.html

医療機関の方へ

下にスクロール
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　【ワクチン接種の全体の流れ】

　　https://youtu.be/q0jtOxordC4

　【調剤ブース業務の様子】

　　https://youtu.be/0-CUqsypCYA

　【接種ブース業務の様子】

　　https://youtu.be/dMxJJ5z0Uj8

　

　※上記の動画については、限定公開のため、URLを直接入力の上、ご覧ください。

７　宮崎市新型コロナワクチン特設サイト
　（２）　ワクチン接種の参考動画
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・　小児接種を実施している医療機関のうち、２月１６日の本市の意向調査において、「掲載可」と
　 回答された医療機関の一覧を、市ワクチン特設サイトに掲載しています。

【市ワクチン特設サイト「医療機関での接種」】　https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/covid19/286963.html

　【掲載イメージ】

医療機関での接種

【主な掲載内容】
　・　医療機関名　・　所在地　・　電話番号　・　接種対象者（どなたでも、かかりつけ患者 など）
　・　予約方法　・　電話予約受付曜日、時間　・　備考（特記事項）

　　　※追加接種（住民への接種）の開始にあたり、掲載内容が変更となる場合があります。

７　宮崎市新型コロナワクチン特設サイト
　（３）　個別接種実施医療機関一覧
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• コロナワクチンナビでは、個別接種を実施している医療機関や当該医療機関の予約状
況等の情報を住民に提供することができます。

• ｢コロナワクチンナビ｣の積極的な活用をお願いします。

※｢+｣を押すと下の画面が表示されます。

８　コロナワクチンナビを通じた情報提供

0985-○○-■■■■

○○○○病院

●●●●●●●クリニック

□□総合病院

◆◆◆診療所

◆◆１丁目６－１

大字○○５６７番地

○○町３２１番地

△△２丁目５－１

○○○○病院の
予約ページへ

②

③

①

≪コロナワクチンナビの予約受付状況等の表示画面≫

①医療機関の予約空き状況が確認できます。
　　○：予約可能　　　△：残り少数　　　×：予約受付不可　●：予約不要
②受付対象者が確認できます。
　　｢一般向け：誰でも来られる｣または｢一般不可：特定の人のみ｣。
③予約の方法（電話・WEB）や受付時間が確認できます。
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　≪V-SYS（ワクチン接種円滑化システム）の入力画面≫

③

②

①｢予約空き状況｣を選択

③｢医療機関情報｣を入力
・｢予約受付の電話番号｣、｢予約受付サイトURL
　（サイトで受付を行う場合のみ）｣を入力
・電話で予約を受け付ける場合は、｢予約可否
　（電話番号）｣をチェック
・Webで予約を受け付ける場合は、｢予約可否 
 （Web）｣をチェック
・受付時間を入力

①

②｢一般受入｣を選択
・かかりつけ患者など特定の方
 のみを受け付ける場合は
 ｢一般不可｣を選択

８　コロナワクチンナビを通じた情報提供

38



「医療機関接種会場」で取り扱いワクチンを追加

39

①

②

③

ファイザー（5歳以上11歳以下）に
チェックを入れる

取扱ワクチン

④

８　コロナワクチンナビを通じた情報提供



接種担当医師の情報で取り扱いワクチンを追加

接種担当医師の情報の
「編集」ボタンをクリック
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①

②

ファイザー社
（5歳以上11歳以下）に

チェックを入れる

③

接種担当医師の情報

取扱ワクチン（医師個人）

８　コロナワクチンナビを通じた情報提供



　 各種手続きやワクチンの配送などに関する「医療機関専用」の問い合わせダイヤルを、

宮崎市新型コロナウイルスワクチン接種推進室に設置しています。

　　ご質問などございましたら、下記までご連絡ください。

「医療機関専用」お問い合わせダイヤル

　  電  話  番  号 ： ０９８５－７３－８１００

　  F  A  X  番 号 ： ０９８５－７３－８２３０

　  メールアドレス： 567wakuchin@city.miyazaki.miyazaki.jp

９　各種手続きやワクチンの配送などに関する問い合わせ先

41


