
令和３年１２月２３日
新型コロナウイルスワクチン対策局

新型コロナウイルスワクチン接種推進室

資料２

ワクチンの配達等について

※現時点で国から示されている内容を基に作成しており、今後変更となる可能性があります。
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ファイザー社 武田/モデルナ社

販売名 コミナティ筋注 スパイクバックス筋注

ワクチンキャップの色 紫 赤

バイアル瓶の大きさ
　　直径 16.5ｍｍ　
　　高さ  31.4ｍｍ

　　直径 24ｍｍ　　
　　高さ  50ｍｍ

１バイアルの容量 0.45mL 5mL

生理食塩液による希釈 必要（1.8mL） 不要

１回あたりの接種量
希釈後のものを0.3mL 0.5mL 0.25mL

１バイアルの単位 6回分/バイアル
※7回採取できる場合は、それも使用可能

10回分/バイアル
15回分/バイアル
※16回以上採取できる場合は、　
　 それも使用可能

1、2回目接種の標準的な間隔 21日間隔 28日間隔

最小流通単位 195バイアル/箱 10バイアル/箱

1,2回目接種 3回目接種1～3回目接種

１　ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンについて
 （１）２つのワクチンの比較
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ファイザー社 武田/モデルナ社

保存方法と有効期間

解凍方法

●室温で解凍する場合は、解凍及び希釈を2時
 　間以内に行う。
●解凍の際は、室内照明による暴露を最小限に
　 抑えること。
●直射日光及び紫外線が当たらないようにするこ
 　と。
●解凍後は、再冷凍しないこと。

●使用前に、遮光して冷蔵庫（2～8℃）又は常温
 　(15～25℃）で解凍すること。
●解凍後に再凍結しないこと。

薬剤調製時の注意事項

●希釈前に室温に戻しておくこと。
●希釈後の液は、2～30℃で保存し、希釈後6時
　 間以内に使用すること。
●希釈後6時間以内に使用しなかった液は廃棄
 　すること。
●希釈後保存の際には、室内照明による暴露を
　 最小限に抑えること。直射日光及び紫外線が
 　当たらないようにすること。
※ワクチンの説明書は、「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」に
　掲載されていますので、ご確認をお願いします。

●使用前に常温に戻しておくこと。
●一度刺したバイアルは、遮光して2～25℃で保
   存し、12時間以上経過したものは廃棄すること。

保存方法 有効期間

2℃～8℃（冷蔵） １か月　※再凍結不可

-25℃～-15℃
（冷凍）

１４日　
※１回に限り再度-90℃～
-60℃に戻して保存可能。

-90℃～-60℃
（冷凍）

有効期間まで

保存方法 有効期間

遮光して、2℃～8℃
（冷蔵）

最長30日間　

※再凍結不可

遮光して、8℃～25℃ 最長２４時間

-25℃～-15℃（冷凍） 有効期間まで

-90℃～-25℃（冷凍） 不可

参考：ファイザー社ワクチン「コミナティ筋注」説明書及びモデルナ社ワクチン「スパイクバックス筋注」説明書及び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６版より一部抜粋
　　　　

１　ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンについて
 （１）２つのワクチンの比較

【医療従事者専用サイトURL】
https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/#/DrugInformation
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注意

「ファイザー社ワクチン」と「モデルナ社
　ワクチン」の取り違えにご注意ください！！

●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を明確に分ける

●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

●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・物品を区別し、責任者・担当者を置く

複数種類を扱うときに

間違いを防止するポイント

１　ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンについて
 （２）間違いを防止するポイント

4参考：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６版より一部抜粋
　　　　



市保健所①ワクチン
の配送

②接種予定人数

の連絡

③ワクチン等

の配達

メーカー
（ファイザー社）

運搬方法

●ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンの冷蔵保存期間は、
　 ファイザー社ワクチンは３１日間、モデルナ社ワクチンは３０日間のため、
　 原則、保冷バッグ（冷蔵）で配達します。

※ただし、ファイザー社ワクチンを超低温冷凍庫（－９０℃～－６０℃）で保存する医療機関　
　 は、可搬型冷凍庫（－２５℃～－１５℃）で配達します。

配達日

「週1回」配達します。（月曜日、火曜日、木曜日、金曜日のいずれか１日）

　※原則として、午前中に配達します。

２　追加接種におけるワクチンの配達
 （１）ワクチン配達の概要
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①接種予定人数の連絡について
・週に１回、ワクチンを配達しますので、1週間ごとの接種

　予定人数を原則、配達日の６営業日前までにFAXでご回答

　ください。

・ワクチン接種人数回答書は、市ワクチン特設サイトから各

　曜日の様式をダウンロードしてください。

・「ファイザー社」と「モデルナ社」の回答欄にそれぞれ

　記入してください。

・接種予定人数の変更は、配達日の１営業日前の17時まで可

　能です。

②接種用シリンジ・接種用針について

・１バイアルにつき７本ずつ配達します。１バイアルから

　７回採取し、ワクチンに余剰がでた場合は、翌週以降の配

　達でワクチンの調整をしてください。　　

※接種予定人数に変更があった場合には、新型コロナウイル

　スワクチン対策局（0985－73－8100）にご連絡ください。

※回答締切日までに配達予定がなかった場合は、市保健所に

　ワクチンを受け取りに来ていただく必要があります。

※営業日は土・日曜日、祝日を除いた平日となります。

※回答書サンプル（様式は変更になる場合があります）

２　追加接種におけるワクチンの配達
 （２）接種予定人数の連絡
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ファイザー社 武田/モデルナ社

情報提供シート １枚 １枚

ワクチン接種シール

１バイアルにつき１シート（６回分）
※ 接種シールは、付属品と一緒に封筒又はダン
　 ボール等に入れてます。
※接種シールは、７回採取する場合、接種済証
　 に貼付するシールが不足しますが、小さいロッ
    トシールは１回接種に３枚添付されていますの
   で、不足する接種済証には、小さいロットシー

   ルを貼付してください。

１シートに２０回分
※ 接種シールは、付属品と一緒に封筒又はダン
    ボール等に入れてます。

注）令和３年１２月１７日の厚生労働省からの通知
　　にて、現時点では、１バイアル当たり２０枚の
　　接種シールが付属する予定です。

ワクチン・付属品等 配達
物シート

１枚 １枚

付属品

※１バイアルにつき

○生理食塩液（20ｍｌ）　１本
○希釈用注射針　　　　 １本
○希釈用シリンジ　　　  １本
○接種用注射針　　　　 ７本
○接種用シリンジ　　　　７本

※１バイアル１５回分

○接種用注射針　　　 １５本
○接種用シリンジ　　　１５本

・付属品（ワクチンと一緒にお届けするもの）
　 　　　運送業者に保冷バッグ等を返却した後に、付属品を確認してください。

　
　

※付属品の数が不足している場合は、宮崎市新型コロナウイルスワクチン接種対策局（０９８５－７３－８１００）までご連絡ください。

３　ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンの配達物の比較
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※ファイザー社ワクチンの接種用注射針と接種用シリンジは、１バイアルにつき７本配達します。ご利用ください。



３　ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンの配達物の比較
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ファイザー社ワクチン モデルナ社ワクチン　

【ロット番号の記載場所】

※ワクチンを受け取る際は、必ず各ワクチンのバイアル瓶のロット番号とワクチン接種シールの
 　ロット番号及び受取バイアル本数とワクチン接種シールの枚数の確認をお願いします。

注）モデルナ社ワクチンのバイアル瓶とワクチン接種シールは、１・２回目接種時のものとなります。

FH0151



ファイザー社 武田/モデルナ社

　　　　　　　　　　　　　　
付属品を入れている
封筒又はダンボール等
のラベルシールの色

　

　　白 　ピンク

ワクチンを収納している
アルミ内箱 及び
バイアルホルダー ○アルミ内箱のふたと容器の側面に　

　 青色のシールに「ファイザー」と記

　 載

○バイアルホルダーは５０本収納

○アルミ内箱のふたと容器の側面に　

 　赤色のシールに「モデルナ」と記載

○バイアルホルダーは２４本収納　

○/ ○
ABC病院
8バイアル

○
/ ○

ABC病
院

8バ
イアル

○/ ○
ABC病院
8バイアル

○
/ ○

ABC病
院

8バ
イアル

【注意事項】
　●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には、1つの保冷バッグ
　　 に、ファイザー社用のアルミ内箱（バイアル入り）とモデルナ社用のアルミ内箱(バイアル入
　　 り）を二段重ねで収納しますので、取り忘れにご注意ください。
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３　ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンの配達物の比較



４　ワクチンの保管の注意

・情報提供シート（保冷バッグ用）の記載例
　
　

使用時に、個別接種実施医療機関で
記載してください。

【記載例】
１０バイアル受け取り、１２月２０日に２バイアル使用
した場合

使用日 使用本数 残り本数

　R３．１２．２０ ２　（バイアル） ８　（バイアル）

※「情報提供シート」は３年間保存してください。

宮崎市保健所で、冷蔵保管期限（２℃～８℃）
の日時を記載しています。
必ず、冷蔵保管期限内に使用してください。

・ワクチンの管理について
【重要】
　　ワクチンを受け取りましたら、バイアル瓶等にワクチン受取日と冷蔵保管期限（情報提供　
　　シートに記載している日付と時間）を記載し、冷蔵庫又は超低温冷凍庫で保管をお願いし
　　ます。医療機関での在庫管理を徹底するよう、お願いいたします。 10



５　モデルナ社ワクチンの追加接種に必要なV-SYSの設定

「医療機関接種会場」で取り扱いワクチンを追加
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①

②
③

武田／モデルナに
チェックを入れる

取扱ワクチン

④



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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５　モデルナ社ワクチンの追加接種に必要なV-SYSの設定

①

②

武田（モデルナ）社に
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）


