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        ■解凍方法
　

　　

　　　　　　　 

　　　　■解凍後の保管可能期間

　　　　　　　　 

　　　

　　　

　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　 ※ 解凍後も継続して、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配慮する

　　　　　　　　　 ※ 解凍後の再凍結は不可

　　　　　　　　 　※希釈後の液は、2～30℃で保管すること
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１　ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）の取扱い
　（１）　ワクチンの解凍・解凍後の保管

解凍温度 解凍時間 備考

方法① 2～8℃（冷蔵） 4時間 使用前に、室温下に置き、室温に戻す

方法② 室温 30分 室温で解凍した後は再冷蔵、再冷凍不可

ワクチンの状態

2～8℃

室温

保存可能期間

希釈前の状態で10週間保存可能

ただし、室温に戻した場合は、24時間以内かつ希釈後１２時間以内に使用する

解凍開始から24時間以内かつ希釈後12時間以内に使用する
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　　　　■ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）の用量
　　　　　　　　・ファイザー社ワクチンを日局生理食塩液1.3mlで希釈する 

　　　　　　　　・バイアルに入っているワクチン量：1.3ml（希釈後は、2.6ml）

　　　　　　　　・薬液充填量：0.2ml/本　※１バイアルあたり、10回分の採取が可能

　　　　■ワクチンの準備に必要な物品
　　　　　　   ①ワクチン　　　　　　   

                ②生理食塩液　【希釈用】

　　　　　     　③アルコール綿

　　　　　   　  ④シリンジ【希釈用】：１本/バイアル

　　　　　　　　　  シリンジ【接種用】  ：10本/バイアル

　　　　　　     ⑤手指消毒液

　　　　　　     ⑥手袋

　　　　　     　⑦遮光袋 ※ アルミホイルなどでも可

　　　　　　     ⑧時計・温度計 ※ 別々でも可

　　　　　　     ⑨タイマー

　　　　　     　⑩トレー

　　　　　　     　　＜その他＞  ・冷蔵庫　・卓上ライト　・ペン　・ロット番号シール

　　　

参考：集団接種会場　ファイザー社ワクチンの希釈準備

①

１　ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）の取扱い
　（２）　ワクチンの準備に必要な物品

②
③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨

⑩

3

キャップは
オレンジ

ファイザー社ワクチン

（５～１１歳用）

①
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　　■準備のポイント

　　　　①トレーに必要物品を準備する

　　　　　 間違い防止のため、1バイアルに必要な物品をトレー

　　　　　　　に準備する

　

②室温に戻したワクチンをあわ立たないように

　 上下にゆっくりと10回転倒混和させる

　　　　※ バイアルの封を開けずに行う

混和後、希釈前ダブルチェック

・ワクチンが解凍されているか
・異物の混入がないか

１　ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）の取扱い
　（３）　ワクチンの準備手順　～希釈～

・ ワクチン（使用前に常温に戻す）

・ アルコール綿

・生理食塩液（希釈用）

・希釈用シリンジ　１本

・接種用シリンジ　10本
※ 混和後（希釈前）

ダブルチェック

　混和後、異物の混入がないか
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１　ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）の取扱い
　（３）　ワクチンの準備手順　～希釈～

　

　　　　③生理食塩液のプラスチックアンプルを

　　　　 　アルコール綿で消毒する

　　　　　    

　　

 ④生理食塩液1.3mlをバイアルに注入する

    　ア 生理食塩液1.3mlを吸引する 

ダブルチェック

生理食塩液が1.3ml吸引されているか
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       　　ウ  コアリング（※）防止のため、

　　　　　　　 バイアルを置き垂直に針を刺す

１　ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）の取扱い
　（３）　ワクチンの準備手順　～希釈～

※ コアリングとは
　　ゴム栓に対して斜めに針を刺すと、
　　針のあご部でゴム栓が削り取られてしまうこと

　　

　　　　

    　　　　　　イ バイアルの穿刺部をアルコール綿で消毒する



　　

　　　　
オ エアを1.3ml抜く

7

　　

　　　　
              　エ 生理食塩液を壁面に沿わせながら注入する 　　　　　　　　　　　

１　ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）の取扱い
　（３）　ワクチンの準備手順　～希釈～

・

　・針が液面につかないように注意

　・バイアル内の圧が高くなり、内筒が固く

　　なるが、力を緩めず、1回で押し込む

　注入時のポイント

注入不可

・バイアル内の圧が高く、穿刺部から薬液が漏れ

　る可能性あるため1.3mlのエアを抜く
・希釈液を吸引しないため、針が液面につかないように注意

・シリンジ内に上がってきた生食は、注入しない

　吸引時のポイント

ダブルチェック

エアが1.3ml吸引されているか
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１　ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）の取扱い
　（３）　ワクチンの準備手順　～希釈～

　　

　　　　⑤ワクチンがあわ立たないように
　 　　　　ゆっくりと10回程度混和する 

ダブルチェック

　混和後、

    ・均一に混和されているか
    ・異物の混入がないか
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　　　　①薬液を抜く前に、
          　 シリンジに0.2ｍｌのエアを入れる

　

②コアリング防止のため、バイアルを置き、
　 垂直に針を刺し、エアを入れる
　

１　ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）の取扱い
　（４）　ワクチンの準備手順　～薬液充填～

ダブルチェック

エアが0.2ml 吸引されているか

・

　・2本目以降はの穿刺場所が、

　　同じにならないよう、場所をずらして刺入する

　針を刺す時のポイント



　　

　　　　③バイアルに針を刺したまま、薬液量の調整とシリンジ内のエア抜きを行う 

  ・ｍRNAワクチンで、振動に弱いため、シリンジ内のエア

　  抜きの際は激しく叩かない
　・0.2ml×10本のワクチンを準備するため、

 　バイアルに針を刺した状態で 薬液量を調整する

　　 　※ 0.2mlを採取できない場合、残量は破棄する

　・デッドボリュームの少ない針・シリンジ（例：一体型シリンジ等）

　　を使用した場合、0.2ｍｌ×10本のワクチン準備が可能

　・ワクチンを混和し、薬液充填までに時間を用した場合は、

　　再度混和を行う。

薬液充填時のポイント

参考：12歳以上のファイザー社ワクチン
　　　　接種用に国から配布されたシリンジ

１　ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）の取扱い
　（４）　ワクチンの準備手順　～薬液充填～

ダブルチェック

針を刺した状態で

　・薬液が0.2ml 充填されているか

　・シリンジ内にエアが入っていないか
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　④希釈をした時刻を記入する
　　　（トレー又はバイアル）

　⑤充填したシリンジの薬液量を再度確認する

　

　⑥"ロット番号"と"ロット番号シール"の番号が
       同一のものかを確認し、一緒に保管する

・ワクチンの使用期限は、希釈した時間から12時間以内

・保管時は、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配慮する

・希釈後の保管温度は、2～30℃

参考：集団接種会場
　　　（12歳以上用）ファイザー社ワクチン準備

１　ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）の取扱い
　（４）　ワクチンの準備手順　～薬液充填～



 
　　　　希釈したバイアルの薬液の使用期限は、希釈した時刻から12時間以内となる

　　　　12時間以上経過した薬液は、使用せずに廃棄する

　　

　　　　■使用期限を明確にするためのポイント

　　　　　・ワクチンのバイアルラベルの空欄（二次元コード横など）に希釈を行った時刻を記載する

　　　　　　　※ 集団接種会場では、薬液を吸引した注射器を管理するトレーに記載
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参考:ファイザー社ワクチン

１　ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）の取扱い
　（５）　使用済みワクチンの取扱い

希釈を行った
 時刻を記入！

参考：（12歳以上用）ファイザー社ワクチン



 
　　　　接種方法：三角筋中央部への筋肉内注射　※静脈内、皮内、皮下への接種は不可　　

　　　　接 種 量 ：ファイザー社ワクチン（５～１１歳用）　0.2ml/回

　　　　接種回数：２回

　　　　接種間隔：３週間の間隔をおいて接種（図１）

　　　　　　　　　　　　　 ※ 一番早くて、１回目接種から１９日後に２回目接種可能

　　　　　　　　　　　　   ※ 他の予防接種の実施から原則として前後13日以上の間隔をおく（図２)　　

　　 　　　　　　　　 　   ※ 他の予防接種を同時に接種することは不可

　　　　　　　　　　・バイアル瓶とロット番号シールに記載されている”ロット番号”が同一か

　　　　　　　　　　・注射器に充填されている薬液量が適切であるか　　

　　　　　　　　　　　　ファイザー社：0.2ｍｌ　

　　　　　　　　　　・注射器の針とシリンジの結合部分が緩んでいないか

　　　　　　　　　　・接種間隔が適切か　【再確認】

　　　　　　　　　　・接種するワクチンの種類が正しいか　【再確認】

   

接種前の確認ポイント
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２　ワクチン接種時の手順
　（１）　５～１１歳のワクチン接種の概要・接種前の確認
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２　ワクチン接種時の手順
　（１）　５～１１歳のワクチン接種の概要・接種前の確認

　出典：令和3年2月17日　厚生労働省
　　　　　「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」

出典：令和3年2月17日　厚生労働省
　　　　「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」

図１　１、２回目の接種間隔 図２　他予防接種との接種間隔　

新型コロナワクチンとその他ワクチンは、互いに

片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できる。

（例）4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、

　　　4月15日から他のワクチン接種を受けることができる

　標準として、１回目接種から3週間後

（3週間後の同じ曜日）に接種することになる。

　ただし、1番早くて１９日後（1回目接種日を０日目）

に2回目が接種できる。

（例）4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、

　　　4月20日から他のワクチン接種を受けることができる

接種当日は

”０日目”

早くて、1回目接種から

１９日後に接種可能



 
　　　

　　　　　　　　　

　　　  　　　　　　　　　※  明らかに筋肉量が少ない場合などは、大腿前外側も可能。 

　　　　　　　　　　　　臀部は、筋肉容積が小さく、脂肪組織や神経組織が多いうえ、

　　　　　　　　　　　　坐骨神経損傷 の可能性がある。
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２　ワクチン接種時の手順
　（２）　筋肉内注射の方法

　臀部は、適切なワクチン接種部位ではない。　

①接種部位をしっかり確認する

②三角筋中央部に垂直（90度）の角度で接種する

③逆血確認はせず、そのまま薬液を注入する

④接種後、接種部位はもまず、数秒軽くおさえる

「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

筋肉注射の手技

参考：厚生労働省　筋肉注射の手技について（動画）
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２　ワクチン接種時の手順
　（２）　筋肉内注射の方法

接種時のポイント

【穿刺部位の消毒】

　・消毒前に、アルコール綿使用の可否を確認する

【穿刺】

　・被接種者の利き腕を確認し、利き腕と逆の腕に接種を行う（推奨）　※ 医師の判断等があった場合を除く

　・穿刺時の逆血確認は不要

　・接種後は、接種部位を揉まず、軽く抑える程度にする

　・ワクチン接種や採血の際に、気分不良や失神等を起こしたことがある場合は、ベッド等に横たわらせて接種する

　　といった予防策を検討する

「筋肉注射の方法」についての参考
　厚生労働省　公式youtube　　「筋肉内注射の手技について」
　
　URL：https://youtu.be/lrEN3DuN3PY



 
　　　　①接種後の状態観察について

　　　　　　 接種後は、15～30分程度の状態観察を行う

　　　　　　　　

　　　　　     

   ・状態観察を行う際は、

      感染防止対策（密を避ける、換気を行うなど）

     を徹底する

     ・状態観察は、体重を預けられるような場所で

      座らせて行う
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２　ワクチン接種時の手順
　（３）　接種後の注意点

状態観察中のポイント



 

　　　　　     　■接種後、すぐに現れる可能性のある症状

　　　　　　　　　　 ・血管迷走神経反射

　　　　　　　　　         接種後は、血管迷走神経反射による失神や気分不調が起こる可能性がある。

　　　　　　　　           状態観察場所等への移動には、注意が必要。

　　　　　　　       ・アナフィラキシー

　　　　　　　   　  アナフィラキシーが疑われる場合は、アドレナリン製剤が第一選択となる。

　　　　　　　　     投与方法は、大腿部への筋肉内注射。

　　　　　　　　　　　　     【血管迷走神経反射とアナフィラキシーの特徴】
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２　ワクチン接種時の手順
　（３）　接種後の注意点

参考：厚生労働省 新型コロナワクチンQ＆A

発症時期 症状
血管迷走神経反射 接種直後から 徐脈、血圧以下

アナフィラキシー 接種数分後から
　　　皮膚症状（蕁麻疹など）、
　　　消化器症状（腹痛・嘔吐など）、
　　　呼吸器症状（息苦しさなど）、血圧低下



 
　　　　②接種後の副反応について

　　　　　　　　【接種後数日以内に起こる可能性のある症状（副反応）】

                                 

 　　　　　　　　　　　　　 ⇒　上記のような副反応は、通常、数日以内に治る
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２　ワクチン接種時の手順
　（３）　接種後の注意点

出典：厚生労働省 新型コロナワクチンQ＆A
   「小児（5～11歳）の接種にはどのような副反応がありますか。」



 
　　　　③接種後の過ごし方・感染対策について

　

　　　　④副反応が長引く等体調に異常を感じた際の相談先

　　　　　　宮崎県コロナワクチン副反応相談センター　

                     電　話：0985-26-4609　　　　　　　　　　FAX：0985-26-1000

                     メール：fukuhannocall-miyazaki@miyayaku.or.jp

                    相談受付時間：24時間（土日祝日を含む）　

入浴は問題ありませ

んが、注射した部分は

こすらないようにしま

しょう。

当日は激しい運動や

飲酒は控えましょう。

接種後も、以下の点を

守りましょう

　・マスクの着用

　・三密の回避

　・咳エチケット　　　　　
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２　ワクチン接種時の手順
　（３）　接種後の注意点


