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質問区分 質問内容 回答

1 接種全般
追加接種から新たにワクチン接種を実施するため、ワク
チンの準備から接種までが分からず、不安があります。
基本的な事項を教えていただけないでしょうか。

追加接種から新たにワクチン接種を実施する医療機関等を対象とした説明会を12月20日（月）に開催
します。その説明会の中で、ワクチンの請求方法や受取方法、接種費用の請求方法などについてご説
明します。

2 接種全般
入院中で寝たきりの未接種者の患者さんを追加接種時に
接種する事は可能でしょうか。

３回目接種用として配分されたワクチンを１、２回目接種に使用することは可能です。
なお、認知症の高齢者等で意思確認を行うことが難しい場合についても、季節性インフルエンザ等の
定期接種と同様、それぞれの状況に応じて、家族やかかりつけ医、高齢者施設の従事者など、日頃か
ら身近で寄り添っている方々の協力を得て、本人の接種の意向を丁寧に酌み取ることなどにより本人
の意思確認を行うこととされています。また、意思は確認できるものの、身体的事情等で自署ができ
ない場合には、家族等による代筆を行うなど、適切な運用に努めることとされています。【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（5.0版）】

4
接種券
住所地外接種届

①住所地外のかかりつけ患者が追加接種を受ける場合、
説明資料P47の「接種券発行申請書【３回目接種用】」
の提出が必要でしょうか。
②３回目接種でも改めて｢住所地外接種届｣が必要でしょ
うか。

①説明資料P47の「接種券発行申請書【３回目接種用】」は、宮崎市外で2回目の接種を受けた後に宮
崎市に転入した方に、提出をお願いするものです。お尋ねのような場合には、被接種者の方には住民
票のある市区町村から3回目接種用の「接種券一体型予診票」が送られてきますので、本市に「接種
券発行申請書【３回目接種用】」を提出していただく必要はありません。
②１・２回目接種時に住所地外接種届を提出した方についても、改めて住所地外接種届を提出する必
要があります。

「追加接種に関する説明内容」質疑回答一覧

3 
接種券
住所地外接種届

・説明会資料Ｐ18より
①医療従事者の｢接種券一体型予診票｣は、宮崎市以外に
住民票を有する者に対しても宮崎市から郵送するので
しょうか。
②追加接種時点では退職している住所地外の者に対し、
従前の勤務先で接種を行う（希望する）場合には、｢住
所地外接種届｣が必要でしょうか。
③追加接種を希望する宮崎市以外の者は、｢住所地外接
種届｣を改めて行う必要があるのでしょうか。

①宮崎市からは、宮崎市に住民票のある接種対象者に対してのみ｢接種券一体型予診票｣をお送りしま
す。｢接種券一体型予診票｣は、住民票所在地の市区町村から発送されますので、宮崎市外に住民票の
ある方は、その方の住民票がある市区町村から送られてきます。
②説明会資料P17のとおり、「医療機関に勤務する職員等」に含まれない場合は、「住民接種」の枠
組みで接種を受けることになります。そのため、１・２回目接種同様、原則、住民票所在地の市区町
村において接種を受けることになりますが、やむを得ない理由があり、住民票住所地において接種を
受けることができないと考えられる方（例えば、出産のために里帰りしている妊産婦、単身赴任者な
ど）に該当する場合には、事前に住所地外接種届の手続きをすれば接種可能です。
③住所地外接種が必要な方で、１・２回目接種時に住所地外接種届を提出した方についても、改めて
住所地外接種届を提出する必要があります。

令和３年１２月１４日
新型コロナウイルスワクチン対策局



通し
番号

質問区分 質問内容 回答

5 予約方法
自院の医療従事者に接種する際に、ファイザー社ワクチ
ンの接種回数単位の人数（6の倍数）を満たさない場合
でも接種してよいでしょうか。

国から供給されるワクチンの量は2回目接種の実績に応じて供給され、また、その全てがファイザー
社ワクチンではないことから、ロスが出ないように、接種回数単位の人数に対して接種をしていただ
きますようお願いします。
接種回数単位の人数での接種が難しい場合は、集団接種会場等での接種をお願いします。
なお、ファイザー社ワクチンに関しては、１バイアル当たり７回分採取できれば、7回分接種してい
ただくこともできます。追加分の針・シリンジ等が必要な場合には本市から送付します。

6
接種全般
予約方法

①追加接種において、半数はモデルナ社ワクチンでの接
種になることをアナウンスするのか。または、接種券の
同封物にそのことを説明するチラシをいれるのでしょう
か。
②予約を受け付ける際に、どちらのワクチンを選択する
か聞いてもよいのでしょうか。
③もしくは、当方で、どちらを打つか告げて予約をとる
のでしょうか。
④モデルナ社ワクチンを打ちたくないといったら、それ
は出来ないと告げるべきでしょうか。
⑤あるいは、どちらになるか告げないで、当日何も言わ
ずに接種してもよいのでしょうか。
⑥あるいは、ランダムにファイザー社ワクチン、モデル
ナ社ワクチンを打つべきでしょうか。
⑦間違い接種がないように、日にちや午前・午後などに
分けて接種を考えているが、その分け方は、医療機関に
一任で良いのでしょうか。
⑧間違い接種がないように、接種方法の方針はないので
しょうか。

①令和３年１２月１４日時点において、ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンそれぞれの確定
した供給時期や供給量が国から示されていないため、接種券の同封物での案内は困難と考えていま
す。ワクチンの供給量などが国から明確に示された場合は、市ワクチン特設サイト等でお知らせする
予定です。
②③⑤⑥各医療機関により予約受付の方法等が異なりますので、どのように予約を受け付けるかは、
各医療機関に決めていただくことになります。なお、予約受付の際にワクチンの種類を伝えずに予約
を受け付け、接種当日にワクチンの種類を伝えた場合、キャンセルされる方がいることも想定される
ため、予約受付の際にワクチンの種類をお伝えいただくことが望ましいと考えます。
④ワクチン接種には、被接種者の同意が必要です。国から本市へのファイザー社ワクチンの供給時期
や供給量によっては、接種希望者が希望する時期にファイザー社ワクチンの接種ができないことも想
定されます。そのような場合には、接種希望者に対して、ファイザー社ワクチンが配分されるまで、
接種をお待ちいただく旨をお伝えいただくことになると考えます。
⑦⑧説明資料P１０のとおり国から「複数種類のワクチン取扱いに関する新しいルール」の案が示さ
れております。国から正式に通知がありましたらお知らせしますが、複数種類のワクチンの取扱いに
つきましては、ルールにのっとり適切な対応をお願いします。
・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こと。
・同一の冷蔵庫・冷凍庫において保管する場合は、容器・管理を明確に分けること。
・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・物品を区分し、責任者・担
当者を置くこと。
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7
接種全般
予約方法
ワクチンの配分

①ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンの選択
は、患者の希望に沿った形でよろしいでしょうか。
②ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンの供給割
合やファイザー社ワクチンの供給問題でモデルナ社ワク
チンしか接種できない可能性について、市は周知するの
でしょうか。モデルナ社ワクチンしか接種できない説明
は、市から送付される接種券に記載するのでしょうか。
③予約の際に、モデルナ社ワクチンでの接種になること
を伝えて予約を受け付ける形でよいのでしょうか。
④ファイザー社ワクチン接種者とモデルナ社ワクチン接
種者の選別は各医療機関で行うのでしょうか。
⑤モデルナ社ワクチンのみ供給される状況になった場
合、ファイザー社ワクチンを希望される方に対しては、
集団接種を含む当院以外での接種を案内するという理解
でよいでしょうか。
⑥モデルナ社ワクチンを医療機関で行うにあたっての説
明会の予定はあるのでしょうか。
⑦４月以降についても、ファイザー社ワクチンの供給に
は限りがあると考えなければならないのでしょうか。も
しくは、完全にモデルナ社ワクチンに切り替わる可能性
もあるのでしょうか。
⑧４月以降のファイザー社ワクチンの配分量を教えてい
ただきたい。
⑨３月から追加接種を開始する場合、２月に供給される
予定のファイザー社ワクチンを３月あるいは４月にまと
めて、あるいは分けて供給（配達）してもらうことは可
能でしょうか。
⑩予約受付を開始する際に、ファイザー社ワクチンのバ
イアル数の上限を決めてもらわないと予約がとれない。
どの段階でその情報がわかるのでしょうか。

①ワクチン接種には、被接種者の同意が必要です。国から本市へのファイザー社ワクチンの供給時期
や供給量によっては、接種希望者が希望する時期にファイザー社ワクチンの接種ができないことも想
定されます。そのような場合には、接種希望者に対して、ファイザー社ワクチンが配分されるまで、
接種をお待ちいただく旨をお伝えいただくことになると考えます。
②令和３年１２月１４日時点において、ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンそれぞれの確定
した供給時期や供給量が国から示されていないため、接種券の同封物での案内は困難と考えていま
す。ワクチンの供給量などが国から明確に示された場合は、市ワクチン特設サイト等でお知らせする
予定です。
③④各医療機関により予約受付の方法等が異なりますので、どのように予約を受け付けるかは、各医
療機関に決めていただくことになります。なお、予約受付の際にワクチンの種類を伝えずに予約を受
け付け、接種当日にワクチンの種類を伝えた場合、キャンセルされる方がいることも想定されるた
め、予約受付の際にワクチンの種類をお伝えいただくことが望ましいと考えます。
⑤国から本市へのファイザー社ワクチンの供給時期や供給量によっては、接種希望者が希望する時期
にファイザー社ワクチンの接種ができないことも想定されます。そのような場合には、接種希望者に
対して、ファイザー社ワクチンが配分されるまで、接種をお待ちいただく旨をお伝えいただくことに
なると考えます。なお、集団接種では、追加接種には原則としてモデルナ社ワクチンを使用する予定
です。
⑥モデルナ社ワクチンの「接種の注意点」と「配送」について説明会（動画配信）を行う予定です。
⑦⑧令和３年１２月１４日時点において、令和４年４月以降の国からのワクチン供給計画が示されて
いないため、分かりません。国から供給計画が示されましたら、速やかにお知らせいたします。
⑨各医療機関へのファイザー社ワクチンの配分量の範囲内であれば可能です。
⑩各医療機関への意向調査結果を踏まえ、１２月中にお知らせいたします。
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8 シリンジ

配布資料４９ｐより
５～１１歳用として２７Ｇ5/8inch針付シリンジの配布
となっているが、成人に接種する際も２７Ｇ針の使用は
可能でしょうか。

ファイザー社ワクチン第１３クールにおいて、２７G×１６ｍｍの針付シリンジが全国的に配布され
ておりますので使用可能です。（宮崎県ワクチン接種プロジェクトチームに確認済）

9 ワクチンの配分

①ファイザー社ワクチンの配分量のみの接種を実施して
もよいでしょうか。
②ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチンが配送さ
れる日程はいつ分かるのでしょうか。

①可能です
②令和４年２月、３月に使用するワクチンの各医療機関への配送開始日は、ファイザー社ワクチンは
１月２５日以降、モデルナ社ワクチンは１月３１日以降の各医療機関に設定されている配送曜日から
となります。

10 ワクチンの配分

①ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンが混在す
ると、１バイアルあたりの人数が異なるので、予約が取
りづらいです。どのワクチンが納品されるか、どのくら
い前に分かるのでしょうか。
②説明書Ｐ１３に記載してある件について
各医療機関で２回目接種した実績の約半分の量とのこと
だが、当院は、６０～１１９回の枠でファイザー社ワク
チンが１２バイアルの配分となる。残りはモデルナ社ワ
クチンが配分されるのでしょうか。
③１・２回目接種では、医療従事者の枠で他医院で接種
しましたが、３回目接種は、当院で接種したいと考えて
いますが可能でしょうか。

①令和４年２月、３月に使用するワクチンの各医療機関への配送開始日は、ファイザー社ワクチンは
１月２５日以降、モデルナ社ワクチンは１月３１日以降の各医療機関に設定されている配送曜日から
となります。
②意向調査の結果を踏まえ、各医療機関へのファイザー社ワクチンの配分量をお示しします。ファイ
ザー社ワクチンの配分量を超えた接種を希望される場合には、モデルナ社ワクチンを使用していただ
くことになります。
③可能です。
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11 ワクチンの配分

モデルナ社ワクチンの１５名の予約を受け付けるのは、
大変困難と思います。
接種回数の多い医療機関はモデルナ社ワクチンを使用
し、接種回数が少ない医療機関はファイザー社ワクチン
を使用するといった分別はできないでしょうか。

各医療機関への意向調査結果を踏まえ、ファイザー社ワクチンの配分量を１２月中にお知らせしま
す。

12 ワクチンの配分

３回目接種にあたりモデルナも使用することには抵抗は
ありませんが、当院では、診療の合間の時間で、ワクチ
ン接種を行っているため、１日に１５名の予約を受付け
ることはできません。
モデルナ社ワクチンかファイザー社ワクチンのどちらを
使用するかは、１日の受け入れ人数によって、市が判断
されるのでしょか。

各医療機関への意向調査結果を踏まえ、ファイザー社ワクチンの配分量を１２月中にお知らせしま
す。

13 ワクチンの配分
ファイザー社ワクチン希望だが、ファイザー社ワクチン
とモデルナ社ワクチンの配分は、いつ分かるのでしょう
か。

各医療機関への意向調査結果を踏まえ、１２月中にお知らせします。

14 ワクチンの配分

①３回目接種の要望が多くあるため、配分量以上の希望
を行うことは可能でしょうか。
②ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンを使用す
る場合、混在していると管理及び接種が非常に煩雑にな
るため、ファイザー社ワクチンの供給がなくなり次第、
モデルナ社ワクチンへ移行するといった対応はできない
でしょうか。

①意向調査の結果を踏まえ、各医療機関へのファイザー社ワクチンの配分量をお示しします。ファイ
ザー社ワクチンの配分量を超えた接種を希望される場合には、モデルナ社ワクチンを使用していただ
くことになります。
②可能です。



通し
番号

質問区分 質問内容 回答

15
ワクチンの配分
薬事承認
接種券

①モデルナ社ワクチンとファイザー社ワクチンを並行し
ては使用しないを選択する場合、どのような間隔で使用
するイメージになるのでしょうか。
②説明動画「追加接種の概要」より、モデルナ社ワクチ
ンが入ってくるということは、薬事承認が下りたという
ことでよいのでしょうか。
③「接種券一体型予診票」の再発行は、医療機関からの
依頼でも可能でしょうか。

①例えば、ファイザー社ワクチンの配分量をすべて使用した後に、モデルナ社ワクチンの使用を開始
する場合やその反対のケース等があると想定しております。
②令和3年12月14日時点で、追加接種用のワクチンとして薬事承認されているのがファイザー社ワク
チンのみで、モデルナ社は薬事承認審査中です。しかしながら、国からは、モデルナ社ワクチンが承
認されること想定したうえで、今後のワクチン供給計画についての説明があったところです。
③「接種券一体型予診票」の再発行は、国の手引きによりますと、「接種券を紛失等した者に対して
再発行を行う」とされております。しかしながら、やむを得ない事情なども考えられますので、ワク
チン対策局までご相談ください。

16

副反応
接種済証
接種券
その他

①交互接種について、質問があった場合、ファイザー社
ワクチンとモデルナ社ワクチンの副反応の違いや患者へ
の説明の仕方を教えてほしい。
②追加接種の予防接種済証に１，２回目の接種記録が記
載されているが、この１枚をもっていれば１回目から３
回目の接種証明として使用できるのでしょうか。
③追加接種の接種券は、追加接種が受けられる日の何日
前ぐらいに被接種者の手元に届くのでしょうか。
④現在、インフルエンザ予防接種の巡回接種の届出をし
ている。今後、コロナワクチンの追加接種の巡回接種を
行う場合には、改めて届出が必要でしょうか。

①ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンの副反応の違いにつきましては、厚生労働省 新型コロ
ナワクチンQ＆A「ファイザー社ワクチンと、武田/モデルナ社のワクチンの安全性には違いがありま
すか。」をご確認ください。
（URL：https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0071.html）
患者への説明の仕方については、厚生労働省「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（第5版）」P65をご確認ください。
なお、宮崎県の副反応に関する相談先は、「宮崎県コロナワクチン副反応相談センター
Tel:0985-26-4609 」となります。
②追加接種の予防接種済証は、１～３回目の接種済証とすることが可能です。
③令和3年12月14日時点において、追加接種の「接種券一体型予診票」は、２回目接種からおおむね
８か月を経過する時期に、接種対象者に週１回のペースで発送予定です。
④実施日時や場所が異なる等、すでに届出ている内容に含まれていない内容がある場合は、改めて巡
回接種の届出が必要となります。今からインフルエンザ予防接種及びコロナワクチン接種の巡回接種
の届出を行う場合は、同一の様式にすべての日程を記載いただければ1回の申請で構いません。
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3 ワクチンの配分

モデルナワクチンが４５％の予定だが、１回目接種
の希望者がモデルナワクチンを希望された場合、当
院への配分予定以上のモデルナワクチンを配送して
いただけるのでしょうか。

各医療機関への意向調査結果を踏まえ、モデルナ社ワクチンの配分量を１２月中にお知らせし
ます。配分量の範囲内での予約受付をお願いします。

「追加接種に関する説明内容」質疑回答一覧

1 接種全般

（初めてワクチン接種を実施）
①配送時の冷凍庫・冷蔵庫は、そのまま当院に置い
たままになるのでしょうか。
②接種後すぐにショック状態（アナフィラキシー）など
おこった時の対処法に使う物品（薬品）は、ワクチン
と一緒に入ってくるのでしょうか。

①医療機関へのワクチンの配送は、保冷剤を入れた保冷バックで行います。そのため、各医療
機関様で、｢2～8℃の環境でワクチンを保存するための冷蔵庫｣のご準備をお願いいたします。
保冷バッグは、ワクチンの受領後に配送業者である佐川急便に必ずご返却していただくようお
願いします。
➁ワクチンとともに配送される物品は、ワクチン接種に必要な物品（針・シリンジ・生理食塩液）
のみとなります。このため、緊急時等の対処に必要な物品は、各医療機関様でご準備ください。
　なお、緊急時等の対象に必要な物品については、「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の手引き（5.0版）」P35をご参照ください。

2
接種券
予約方法

①接種券の発送は２回目接種の８か月後の同じ日
に発送するのでしょうか。それともその前に届いてい
るのでしょうか。もしくはその日を過ぎてから発送さ
れるのでしょうか。
②ファイザーがいいのか、モデルナがいいのか、本
人の希望を聞いていたら均等に消費されないため、
予約の時点ではわからないと言ってもよいのでしょう
か。
③市から、ワクチンの種類は選べない旨、広報して
いただけるのでしょうか。

①令和３年１２月１７日時点において、追加接種に使用する「接種券一体型予診票」は、２回目
接種からおおむね８か月を経過する時期に、接種対象者に発送しておりますので、８か月後の
同じ日の数日前にはお手元に届く予定です。
②各医療機関により予約受付の方法等が異なりますので、どのように予約を受け付けるかは、
各医療機関に決めていただくことになります。なお、予約受付の際にワクチンの種類を伝えずに
予約を受け付け、接種当日にワクチンの種類を伝えた場合、キャンセルされる方がいることも想
定されるため、予約受付の際にワクチンの種類をお伝えいただくことが望ましいと考えます。
③国から本市へのファイザー社ワクチンの供給時期や供給量によっては、接種希望者が希望
する時期にファイザー社ワクチンの接種ができないことも想定されます。そのような場合には、
接種希望者に対して、ファイザー社ワクチンが配分されるまで、接種をお待ちいただく旨をお伝
えいただくことになると考えます。

令和３年１２月１７日
新型コロナウイルスワクチン対策局
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4 ワクチンの配分

①医療従事者への３回目接種を自院でするが、必
要なワクチンの数を毎週ファックスしている回答書で
申し込めばよいでしょうか。
②２月３月のワクチン供給量の目安には、医療従事
者の分は含めていないと考えてよろしいでしょうか。
③ファイザーとモデルナでは１バイアルあたりの人数
が違うと思うが、予約をとった人数分どおりに供給さ
れるのでしょうか。

①提出締切日までに回答書でお申し込みください。
②医療従事者分を含みます。
③各医療機関への意向調査結果を踏まえ、ワクチンの配分量を１２月中にお知らせします。配
分量の範囲内での予約受付をお願いします。

5
接種券
予約方法
その他

①当院にて１回目のワクチン接種後にコロナウイル
スに罹患した高齢者がいたが、抗体の値も高く、医
師の判断により２回目接種を実施しなかったもの
の、今回の追加接種は必要との当該医師の見解で
ある。今回の発送手順からは、この高齢者には３回
目の接種券が届かないものと考えるが、本人が接種
を希望した場合、接種券は２回目のものを使用する
のか。または３回目の接種券を新たに発行しても
らった方がよいのでしょうか。
②当院でワクチン接種をしたかかりつけ患者より、モ
デルナ社ワクチンに対しての不安の声が度々聞か
れる。医療機関でファイザー社ワクチンを接種した場
合でもモデルナ社ワクチンになり得る可能性が大い
にあること、または安全面など、市民に対し不安の
緩和や他社ワクチンの受容ができるような方策は考
えてあるのでしょうか。
③予約の入れ方をファイザーの日、モデルナの日と
分ける予定だが、１日の受入可能人数で予約を受け
入れようとした時に、同じ会社のワクチンでそろえる
ために、配分予定のバイアル数よりプラスになっても
良いのでしょうか。
④接種促進のための支援策について、設定される
月の区切りについて教えていただきたい。

①２回目の接種となりますので、被接種者がお持ちの接種券（２回目分）をご使用ください。
②令和３年１２月１７日時点において、ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンそれぞれの確
定した供給時期や供給量が国から示されておりません。ワクチンの供給量などが国から明確に
示された場合は、市ワクチン特設サイト等でお知らせする予定です。また、令和３年１２月１７日
に国から提供されたモデルナ社ワクチンでの３回目接種に関する国民向けの情報提供資材を
接種券に同封するなどして周知を図っていく予定です。
③意向調査の結果を踏まえ、各医療機関へのファイザー社ワクチンの配分量をお示しします。
ファイザー社ワクチンの配分量を超えた接種を希望される場合には、モデルナ社ワクチンを使
用していただくことになります。
④説明会資料P３０の「接種促進を図るために国が設けた支援策」の期間については、令和３年
１１月１７日付けの国の事務連絡において、「差し当たって、「１２月・１月」として１２月５日から２
月５日まで、「２月・３月」として２月６日から３月３１日までを予定しています。実施要綱について
は追って改正します。」と示されております。なお、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になり、１２月以降の請求スケジュール等は改めて、県から示さ
れる予定となっております。
【問い合わせ先等】宮崎県ワクチン接種プロジェクトチーム（TEL：0985-44-2755）
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「追加接種に関する説明内容」質疑回答一覧

1 キャンセル対応

　注射当日、急なキャンセルが出た場合、まず
は予診票がある方で調整しますが、それでも見
つからない時、２回目接種から間隔を６か月以
上に短縮することは可能でしょうか。（例）スタッ
フの家族

　突然の予約キャンセル等によるワクチン廃棄を防ぐため、急遽追加接種を希望する者を募って接種を
行う場合等は、原則、接種券を所持している方に接種をお願いします。
　なお、国からは、接種券を所持している方が見つからないような場合は、接種券を所持していない、2
回目接種から6か月以上経過している者に接種を行うことはやむを得ないと示されています。
　やむを得ず、接種券が届いていない方に接種を実施する場合の取扱いとして、国から｢例外的な取扱
いとして接種券が届いていない追加接種対象者に対して新型コロナワクチン追加接種を実施する際の
事務運用について｣（令和3年11月26日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡）が示され
ています。接種券が届いていない場合は、この事務連絡で示されている手続きに則り、追加接種を受け
ていただくことができます。
　なお、最初から余剰が発生するような接種を行う場合（例えば6回採取可能なシリンジの場合で3人し
か予約がない場合、残り3本が余る場合）は、接種券を所持していない方に接種することはできません。
ワクチンの余剰が発生しないよう接種をお願いします。

【URL】
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/covid19/for-medical.html#%E5%9B%BD%E9%80%9A%E7%9F%A5

2 ワクチンの配分

　当院では｢モデルナ社ワクチンのみ接種｣を予
定しているところですが、｢どうしてもファイザー
社ワクチンを当院で打ってほしい｣という、かか
りつけ患者の要望が多い場合は、途中からファ
イザーを希望することは可能でしょうか。

　２月、３月分のワクチンの配分については、各医療機関へお示しした配分量の範囲内での予約受付を
お願いします。現時点では、２月、３月分について途中から追加でのワクチン希望はできませんが、前
倒し接種に使用するワクチンや４月以降のワクチンの配分については、改めてお知らせします。

令和３年１２月２４日
新型コロナウイルスワクチン対策局


