
新型コロナウイルスワクチン接種に係る
市町村担当部課長会議

令和３年２月１６日（火）
さいたま商工会議所第１・２ホール（WEB併用）

埼玉県
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１ ワクチン接種体制の概要
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国
• ワクチンの確保
• 接種順位の決定

県

• 医学的な知見を要する専門相談窓口の設置
• 医療従事者等への接種体制の調整
• 市町村事務に係る調整

市町村

• 医療機関と委託契約を締結
• 集団接種を行う場合の会場の確保
• 接種に必要な接種券の印刷

実施主体

広域的調整

新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保（国・県・市町村の主な役割）

○ 国はワクチンを確保して接種順位を決定し、市町村は実施主体としてワクチン接種の実務を行う
○ 県は広域的な観点から、医療従事者等の接種体制の調整や市町村事務の調整などを行う



ワクチン接種を行う医療機関等の考え方

○ ワクチンの特性から、接種を実施する医療機関を想定すると、ファイザー社ワクチンは大量に
接種できる病院や集団接種会場を中心に実施することが望ましい
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ファイザー社

• 超低温冷凍庫(-75℃)による保管
• 配送量975回分、小分けの場合、厳格な管理が必要
⇒ 大量に接種できる病院や集団接種会場を中心に実施

アストラゼネカ社

• 冷蔵庫(2~8℃)による保管
• 配送量20回分～、小分け可
⇒ 地域の診療所での実施を想定

武田/モデルナ社

• 低温冷凍庫(-20℃)による保管
• 配送量100回分～ 針を刺す前の状態で30日間保存可能

⇒ 地域の診療所での実施を想定

全国の確保量
1.2億回分(全体の約4割)

全国の確保量
5,000万回分(全体の約2割)

全国の確保量
1.2億回分(全体の約4割)



メーカー 割り当て 想定数 ３月 4月 5月 6月～8月

医療従事者等
に対応する病院

Aグループ
病院 80か所

高齢者をはじめ
住民の優先接
種を行う医療機
関又は集団接
種会場

Bグループ
病院210か所

大規模診療所
５１か所

集団接種会場等

176か所

計437か所

診療所を想定
2,000
診療所

診療所を想定
900
診療所

全ての医療機関の協力が必要な新型コロナワクチン接種体制

基礎疾患のある方
（46.6万人）

医療従事者等（22.2万人）

65歳以上の高齢者（193.6万人）

高齢者施設の従事者
（11.1万人）

一般の方（300万人）

一般の方（140万人）

ファイザー

配送の
最小単位
975回分

小分けが
難しい

アストラゼネカ

武田／
モデルナ

一般の方（26.5万人）

診療所の主な役
割
⇒ 少ない単位
で接種可能な
ワクチン接種
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病院又は集団接
種会場の主な
役割
⇒ 小分けが難
しいファイザー
社ワクチン接種

開始時期未定



小分けを受ける施設の詳細

接種の
実施時期

小分けを受ける
施設の名称

条 件
小分けを
受ける期間

医療従事者等
向け接種

連携型接種施設

・小分けを受ける施設は、自院の医療従事者等の数が原則100人以
上のBグループ病院等
⇒ 100人以上の医療従事者等の接種を想定
・ワクチンの発注は、小分けを受ける連携型接種施設の分も含めてAグ
ループ病院が行う
・冷蔵（2～8℃）でワクチンを移送する
⇒ 基本型接種施設（＝Aグループ病院）又は小分けを受ける連携
型接種施設が移送する
・Aグループ病院と連携型接種施設のマッチングは郡市医師会において
調整していただくこと

Bグループ病院
の超低温冷凍
庫又はドライア
イス等が配置さ
れるまでの間
（概ね1か月）

住民向け接種
（65歳以上の
高齢者・基礎
疾患を有する
者など）

サテライト型接種
施設

・住民接種の際、超低温冷凍庫又はドライアイス等が配置する「Bグルー
プ病院、市町村が設置する集団接種会場、又は診療所」（※基本型
接種施設）から診療所等にワクチンを小分けする
・小分けを受ける施設数は、上記（※基本型接種施設）１施設当た
り数か所までを目安とする（同一市町村内の医療機関で連携する）
⇒ ただし、専任の担当者を配置して管理を厳格に行う場合には、
地域の実情に応じて小分けをする施設の数を定めることができる
【いわゆる練馬区モデル】

65歳以上の高
齢者の接種開
始から住民接種
終了まで
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「練馬区モデル」の考え方
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練馬区モデルの特徴
➢ 医療従事者等は、埼玉県と同様に病院において接種する（一部の診療所におい

て試行的に小分けを行うのみ）
➢ 住民接種において、集団接種会場と個別接種会場を併用
➢ 区内約250の診療所を個別接種会場とし、基本型接種施設(区立施設)からワクチ
ン等を移送

➢ ワクチンに廃棄が出ないように予約管理を徹底

• ワクチン接種見込数のとりまとめ、Ｖ－ＳＹＳによる発注
• 納品されたワクチン及び付属物の検品、温度逸脱の確認
• ワクチン分配管理台帳の作成・記入
• 診療所等の予約数(区医師会がとりまとめ)に基づく移送の準備
• 分配するワクチンの解凍
• ロット番号ごとの接種シールの準備
• 移送先ごとの情報提供シートの作成（受渡日、超低温冷凍庫からの取出日時、ロット番号等を記載）
• ワクチン以外の物品（添付文書、英語/日本語ラベル読替表、希釈用生理食塩水、接種用注射針・シ
リンジ）の移送準備

下記のような多大な事務負担を、接種主体となる自治体(市区町
村)が責任を持って実施する体制が整って成立するモデル



住民接種（65歳以上高齢者）の会場調整シミュレーションツールについて
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住民接種（６５歳以上高齢者）の会場調整シミュレーションツール

※黄色のセルに入力をお願いします。

市町村名

  

　

① 超低温冷凍庫を設置する医療機関

　→　週当たりの接種回数（100回/日、週5日想定） （１）

② 住民接種時に使用するサテライト型接種施設

　→　週当たりの接種回数（10回/日、週5日想定） （２）

③ 貴市町村で確保している集団接種会場

　→　週当たりの接種回数（280回/日、週5日想定） （３）

   　※条件：2レーン体制、予診～接種まで3分、7時間実施、週5日想定

　　　65歳以上高齢者数

2,800

10,402

久喜市

40

7

46,808

2,000

3,500

不足分を解消するために・・・

80%

-2,102

2

42.0

8,300

1.5

プルダウンから貴団体を選択して下さい

1週 2週 3週 4週 5週 6週 7週 8週 9週 10週 11週 12週

Aグループ

（１回目）

ファイザー社ワクチン接種間隔（３週間）

現時点での週あたりの接種回数

（（１）＋（２）＋（３））

厚労省モデルとの比較

R3.1.1時点の住基

データ（暫定値）

＜厚労省モデル＞
65歳以上の高齢者に対する住民接種において、必要となる週あたりの接種回数

充足率

Ｂグループ

（１回目）

Ｃグループ

（１回目）

Aグループ

（２回目）

Ｂグループ

（２回目）

Ｃグループ

（２回目）

接種回数

（２）サテライト型施設のみで不足分を補う場合、確保すべき施設数は・・・

※条件：1施設10回/日、週5日稼働

（１）集団接種会場のみで不足分を補う場合、確保すべき会場数は・・・

※条件：1会場280回/日（2レーン体制、予診～接種まで3分、7時間実施）、週5日稼働

厚労省モデルを参考に、地域で不足が生じないよう、

①～③（黄色セル、特に②、③）の数字を調整してください。

0週

65歳以上の全ての方たちに、早期に予防
接種を実施するためには、
○ 超低温型冷凍庫を設置する医療機関
○ 診療所等のサテライト型接種施設
○ 集団接種会場
の適切な組合せにより、必要な接種能力を
確保することが重要。

簡易に試算
できるツール
を作成・配布

①市町村名を選ぶと、65歳以上の人口と、
確保する必要のある接種回数が自動表示

②各自治体で
それぞれの接
種会場数を入
力すると充足
状況が表示

③不足がなくな
るように、接種
会場数をシ
ミュレーション

繰返し

超低温冷凍庫の数に限りがある中で、
接種回数を増やす方法を紹介

解決策 １ 解決策 2

2レーン
↓

3レーン
↓

５レーン

280回／日
↓

420回／日
↓

700回／日

レーン数の増強 移送による集団接
種会場の増設



当日追加します。
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接種会場
で接種

① 接種直後のアナフィラキシーショック等
⇒ 接種会場で応急措置

② 接種後、夜に遅発性ショック等の出現

⇒ 翌朝まで待てる場合には、かかりつけ医等に誘導

県の設置する

専門相談窓口に電話で相談

③ 接種後、麻痺やしびれ症状の出現

まずは、

接種医・かかりつけ医
に相談 専門医療機関紹 介

対応が
困難なとき

改善しないとき

緊急を要するとき

軽度な腫れや
痛み
⇓

経過観察

接種後会場で
15分程度待機

副反応等への対応



２ 医療従事者等への接種
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【接種先医療機関あて】
接種予定者リストを送付

医療従事者優先接種における対象の把握と接種先の決定

①接種予定者数の把握
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②接種先医療機関の
割当ルールの作成

約9,400の
医療機関から回答

対象者：約23万人

集計

郡市医師会において、
各地域の医療従事者が、
どの病院において接種するか
地区割ルールを決定
(1/15～1/28)

各市町村の字別の
対象医療機関数と
対象者数をリスト化

県が電子申請システムを使い、
接種予定者数を調査
(1/15～1/22)
【対象機関】
病院、診療所(歯科含む)、
薬局、国・県・市の機関

③接種予定者リストの作成

県が電子申請システムを使い、接種予定者リ
ストを集約 (1/28～2/10)

【対象機関】(自院で接種する医療機関除く)
病院、診療所(歯科含む)、薬局、
訪問看護ステーション、国・県・市の機関

接種者氏名（厚労

太郎） ※
性別

接種者生年

月日

医療従事者/高齢者施

設等従事者
所属機関

接種予定者リストとりまとめ

団体等

住民票に記載されてい

る都道府県

住民票に記載されてい

る市町村

住民票に記載されてい

る町名・番地

厚労　太郎 男性 1960/1/30 医療従事者 □□病院 □□病院 東京都 千代田区 □□１丁目1-1

厚労　花子 女性 1970/1/30 医療従事者 ○○クリニック ○○市医師会 東京都 港区 △△区２丁目2-１

接種先
の確定

【接種対象者のいる
医療機関あて】

接種先医療機関の案内を
予診票に同封

割当

⇒ 予診票の作成

2/25～(予定)

各医療機関の
具体的な接種先
の割当案を作成

⇒ 確認と再調整の依頼
(2/2～2/9)

地区割ルールに
①の回答を反映
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予約受付サイト（イメージ）



◆管理者画面（接種医療機関）
◆予約者画面（医療従事者）

※各予約画面に、医療機関ごとに注意事項等も表示できます

・予約完了ごとの通知受取機能あり（解除も可）
・過去の予約者情報について蓄積、管理可
・予約者情報について、CSVのファイル形式で出力可能
（項目：予約を取った日、予約日、氏名、フリガナ、
生年月日、性別、連絡先※住所は不可）

・予約者は、「氏名、性別、生年月日、住所（任意）、電話連絡先、メールア
ドレス等」の情報を入力
・予約後、予約確定内容が通知
・予約後、キャンセル及び再予約が可能
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予約受付システム（イメージ）
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予約受付システムの設定スケジュール



３ ファイザー社ワクチンの取り扱い
【ファイザー社HPで公表された情報などのまとめ】
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（１）ワクチンの必要量の登録・受け取り・保管
【基本型接種施設の役割】

３ ファイザー社ワクチンの取り扱い
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基本型接種施設が実施 ワクチンの必要量の登録（V-SYSを用いる）

○ 基本型接種施設は、自施設でのワクチンの必要量とサテライト型接種施設の必要量を合計したワクチン
の必要量をV-SYSに入力する。

○ 基本型接種施設は事前にサテライト型接種施設の接種希望日や接種予定数量を把握した上で、V-SYS
においてワクチンの必要量を入力する。

○ ワクチンの分配量が決定したら、サテライト型接種施設に受け渡しの日時、場所及び方法を伝える。

○ なお、V-SYSは、機能ごとに運用開始日が異なっており、ワクチンの必要量の登録の機能については、
２月15日以降、段階的に運用開始することとされている。
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基本型接種施設が実施 ワクチンの受け取り

・ワクチン到着時に温度逸脱がないことを確認し、ワクチンを保管場所へ移動させてください

１ 配送日が近づいたら、配送業者からV-SYSに登録されたワクチン保管管理責任者へ連絡があります

２ 受取人の身分証明書をご準備の上、配送業者からワクチンを受け取ってください
※室温下で、直射日光が当たらない場所で行ってください
※受取人はV-SYSに登録されたワクチン保管管理責任者以外の方でも問題ありません
※身分証明者は「写真付きの病院IDバッジ」（無い場合は「病院IDバッジ等と写真付き身分証明書」）をご準備ください

３ 温度モニターに✓印が表示されていることを確認し、配送伝票にサインしてください
※室温の直射日光があたらない場所で行ってください
※×印が出ていた場所は配送箱を配送業者にお渡しください。追って再配送連絡をいたします。

４ 保管場所（室温）に移動させてください
※総重量は約３０㎏あるため、適宜台車等を活用し、２人で運んでください
※室温の直射日光が当たらない場所で行ってください
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基本型接種施設が実施 超低温冷凍庫への保管

・超低温冷凍庫を使う場合、－75℃±15℃が維持できることを確認し、バイアル箱ごと速やかに
超低温冷凍庫内に移してください

１ 換気が十分で、直射日光を避けられる
場所で、室温下で保管してください
※換気が不十分な空間でドライアイスを取り扱う
と二酸化炭素が充満し酸欠のおそれがあります

２ 配送箱を開封し内蓋を取り外してください
※内蓋を取り外すと、ドライアイスが入ったドライ
アイス容器が収納されています
※配送箱から超低温冷凍庫への移動はできる
だけ速やかに行ってください

３ 耐冷手袋を着用した状態で、ドライアイス
容器を取り出してください

４ バイアル箱が１つ入っていますので、取り
出してください

５ バイアル箱はそのまま超低温冷凍庫に直
接入れて、－75℃±15℃で保管してください
※水平になるよう保管してください
※傾けて保管するとバイアル同士が強く接触し、
破損する可能性があります
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基本型接種施設が実施 ドライアイスでの保管（超低温冷凍庫の設置までの暫定措置）

・５日ごとにドライアイスを補充することで、配送箱を使ってワクチンの保管ができます
・配送箱へのドライアイスの補充は最大２回までとなります

１ 換気が十分で、直射日光を避けられる
場所で、室温下で保管してください
※換気が不十分な空間でドライアイスを取り扱う
と二酸化炭素が充満し酸欠のおそれがあります

２ 配送箱を開封し内蓋を取り外してください
※内蓋を取り外すと、ドライアイスが入ったドライ
アイス容器が収納されています
※配送箱から超低温冷凍庫への移動はできる
だけ速やかに行ってください

３ ドライアイス補充スペースとドライアイス
容器に、ドライアイスを補充してください
※内蓋や配送箱の蓋が閉まるよう、容器のふち
などにドライアイスが残らないようにドライアイスの
表面をならしておいてください

４ 内蓋をもとにもどしてください

５ 配送箱の蓋を閉めて、上から押さえながら
３か所にテープを貼り閉じてください



22

基本型接種施設が実施 ドライアイスでの保管に当たっての留意事項

重要事項
○配送箱を使ってワクチンを保管する場合、必ず下記のことを確認してください！

１ 配送箱は換気が十分で、直射日光を避けられる場所で保管してください
換気が不十分な空間でドライアイスを取り扱うと、二酸化炭素が充満し酸欠のおそれがあります

２ 超低温冷凍状態を維持する必要があるため、下記の留意点を必ず守ってください
✓配送箱は室温の場所で保管してください

✓配送箱の開閉は１日２回以内としてください

✓配送箱を開閉する場合、３分以内に作業を完了させ、閉じてください

✓５日ごとに定期的に届くドライアイスを補充してください
※ドライアイスの補充は最大２回までとなります



（２）ワクチンの解凍【基本型接種施設の役割】

３ ファイザー社ワクチンの取り扱い
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基本接種施設が実施 超低温冷凍庫からバイアルを取り出し

・必要な数のバイアルを超低温冷凍庫から取り出し、速やかに冷蔵庫に移してください
・バイアルを冷蔵庫に移す担当とバイアル箱を超低温冷凍庫に戻す担当に分かれて作業してください

2人以上で作業

１ 耐冷手袋を準備してください

２ 耐冷手袋を着用し、超低温冷凍庫からバイアルを取り出し、バイアル箱の封をカッターナイフで切って
開封してください
※バイアル箱の超低温冷凍庫からの出し入れはできるだけ速やかに行ってください

３ 医療用手袋等を着用した人が、バイアル箱から必要な数のバイアルを取り出し、
速やかに冷蔵庫（２～８℃）に移してください
※バイアルは一般的な医療用手袋等で取り扱ってください（耐冷手袋を用いると落下の危険があるため）

４ 耐冷手袋を着用した人が、バイアル箱を超低温冷凍庫に戻してください
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基本接種施設が実施 ドライアイス入り配送箱からバイアルを取り出し

・必要な数のバイアルを超低温冷凍庫から取り出し、速やかに冷蔵庫に移してください
・バイアルを冷蔵庫に移す担当と、配送箱を閉じる担当に分かれて作業してください

2人以上で作業

１ カッターナイフ・耐冷手袋・ストップウォッチ・
配送箱開閉記録チェック表を準備してください

２ 耐冷手袋を着用し、ふたを止めている
テープをカッターナイフで切って開封してください

３ 耐冷手袋を着用した状態で、内蓋を開けドライ
アイス容器とバイアル箱を取り出してください
※内蓋の開封と同時に時間の計測を開始
※３分以内に手順６までを完了

４ バイアル箱を平らな場所においてください
※バイアル箱はテープで閉じられているため、最初
にバイアルを取り出す際はカッターナイフでテープ
を切る必要があります

５ バイアル箱から必要な数のバイアルを取り出して
すみやかに冷蔵庫（２～８℃）に移してください

６ 耐冷手袋を着用した状態で、バイアル箱・ドライ
アイス容器・内蓋をもとに戻してください

７ 配送箱を閉じ、隙間が空かないように上から
押さえながら３か所に粘着テープを貼ってください
※１人が上から押さえながらもう１人が粘着テープ

を貼ってください

８ 配送箱開閉記録チェック表に、日付や取り出し
たバイアルの本数などを記入してください



基本接種施設が実施 バイアルの解凍

・冷蔵庫の場合は３時間以内、室温の場合は30分以内に解凍されます
・いずれの場合も解凍後の保管期間にご注意ください

２～８℃の冷蔵庫において、３時間以内に解凍されます

※個々のバイアルをバイアル箱から取り出して解凍する場合、解凍時間は短くなります
※冷蔵庫に入れてから、５日間以内に接種を完了させてください

（お急ぎの場合）室温で30分以内に解凍することもできます

※室温で解凍した後は、2時間以内に希釈を完了させてください
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（３）サテライト型接種施設への移送
【基本型接種施設の役割】

３ ファイザー社ワクチンの取り扱い
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冷蔵（２～８℃）により移送する場合の留意点

○ 移送に使用する保冷バック等（保冷バック、保冷剤、蓄熱材、バイアルホルダー等）は、国が購入し、
基本型接種施設（超低温冷凍庫を設置する施設）1か所当たり４セット程度配送することを想定。

○ 保冷バックの使用方法は、保冷バックの蓋の内側に記載してある方法を遵守すること。

○ ワクチンは超低温冷凍庫から取り出したら速やかに保冷バックに格納すること。

○ ワクチンの移送に要する時間は原則３時間以内とする。

○ ワクチンの性質上、振動を避け安定した状態で運搬する必要があることを踏まえ、運搬に当たっては、保冷
バックを揺らさないよう慎重に取り扱うこと。また、移送に自転車やバイクの利用は避けること。

○ 運搬中は保冷バックを開けないこと。バイアルは、必ずバイアルホルダーで固定すること。

○ 一度保冷ボックスから取り出したバイアルは、原則として保冷ボックスに戻さないこと。

○ 溶解後の保管可能時間は６時間であることに留意すること。
28
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基本型接種施設が実施 ワクチンを保冷バックに入れる準備

１ 前日の準備 【移送開始12時間以上前】

○保冷剤（Cool LAB３）×４枚を冷凍庫（－20℃）に投入し
凍結させる ※ 絶対に－75℃用の超低温冷凍庫に投入しないこと！

保冷剤×４枚
（Cool LAB３）
（3℃融点保冷剤）

一般の冷凍庫
（－20℃）

２ 移送30分前 【時間厳守】

移送30分前

○冷凍庫から４枚の保冷剤（Cool LAB３）を取り出し、
常温環境（15℃から25℃）に置く
※必ず実施のこと（バイアル再凍結を防止）
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基本型接種施設が実施 ワクチンを保冷バックに入れる

３ 移送直前 【以下の手順でセッティングを行う】

①１枚の保冷剤（Cool LAB３）
を保冷バッグの底に置く

保冷剤
（Cool LAB３）
（3℃融点保冷剤）

保冷バッグ アルミ内箱

②アルミ内箱を
①の保冷材の上に置く

バイアルホルダー

③アルミ内箱の蓋を開け、
超低温冷凍庫からバイアル
を速やかに移し、アルミ内箱
の蓋を閉める

④2枚の保冷剤（Cool LAB３）
をアルミ内箱の両脇に差し込む

⑤１枚の保冷剤（Cool LAB３）
をアルミ内箱の上に置く

⑥保冷バックの蓋を閉める

保冷剤

保冷剤アルミ内箱 保冷剤



基本型接種施設が実施 移送を行う前の事務手続き

・基本型接種施設は、移送する際にワクチン分配管理台帳や情報連携シートを記入してください

１ ワクチン分配管理台帳に記入してください

手順 手順

４ バイアルラベルのロット番号を確認し、同一
ロット番号が記載されている接種シールを用意
してください

※ロット番号は必ず一致！

２ 保冷バックにバイアルホルダーと保冷剤をいれてください
※国から支給されたものを利用してください

５ 情報提供シートの「基本
型接種施設記入欄」を記入
してください

３ 必要な分だけワクチンをバイアルホルダーに入れ、保冷バックを
閉めてください
※超低温冷凍庫から取り出した時点から５日以内に使い切る必要が
あります

32

６ 下記物品を用意してください
・１施設につき1枚（添付文書、英語/日本語ラベル読み替え表）
・１バイアルにつき１つ（希釈用生理食塩液）
・１バイアルにつき５つ（接種用注射針・シリンジ）
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様式 ワクチン分配管理台帳
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様式 情報提供シート



市町村又は医療機関が実施 ワクチンの移送から保管まで

・サテライト型接種施設にワクチンを移送し、速やかに２～８℃の冷蔵庫に移動させてください

手順

１ ワクチン及び物品を基本型接種施設から移送してください

※ワクチンは保冷バックに入れたまま、冷蔵状態を保つようにしてください

２ 移送後、速やかに自施設の冷蔵庫（２～８℃）で保管してください

※室温の直射日光が当たらない場所で行ってください
※再凍結しないでください

３ 受け取った情報提供シートの「サテライト型接種施設記入欄」を記入してください
※「冷蔵保管期限」は基本型接種施設が記入した「超低温冷凍庫から取り出した時刻」に
＋5日して記入してください
※ワクチンは冷蔵保存期限までに使用してください
※「使用日／使用本数／残り本数」は使用時に記入してください
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４ 65歳以上高齢者の接種体制の検討
【住民接種（65歳以上高齢者）の会場調整シミュレーションツール】

36



65歳以上の高齢者に対する住民接種について

● １人あたり計２回の接種を実施

● １回目と２回目の接種期間を３週間空ける必要がある。

65歳以上の高齢者に向けた住民接種は、ファイザー社ワクチンを使用

ファイザー社ワクチンの特徴
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整備の目標とする接種体制（具体例）

（例） 65歳以上の高齢者数 ２７，０００人の自治体の場合
１回目の接種を９週間以内（厚生労働省推奨モデル）で終えるには、

まずは、１週間あたり３，０００回接種する必要がある。

ファイザー社ワクチンは１回目と２回目の接種期間を３週間空ける必要がある。

⇒ ４週目からは、２回目の接種を開始する人が生じるため、

４週目以降は１週間あたり６，０００回分のキャパシティを確保する必要がある。

1
週

2
週

3
週

4
週

5
週

6
週

7
週

8
週

9
週

3,00
0

6,00
0

（回）

10
週

11
週

12
週

6,000

0
週

３週間

Aグループ（１回目） Bグループ（１回目） Cグループ（１回目）

Aグループ（２回目） Bグループ（２回目） Cグループ（２回目）
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65歳以上高齢者への接種体制検討スケジュール（イメージ）

○ ４月から65歳以上高齢者への接種が開始されることを前提とすると、2月末までに
接種体制の方向性を決定し、3月の1か月間で接種に向けた実務的な準備を行うことが望ましい

【スケジュールのイメージ】
○現在から2月末ごろ

各市町村が「住民接種（65歳以上高齢者）の会場調整シミュレーションツール」などを活用し、
65歳以上高齢者の接種体制の方向性を検討（郡市医師会と相談しながら検討）
・病院、サテライト接種施設となる診療所、集団接種会場の決定
・それぞれの会場の接種回数なども踏まえて予防接種計画を策定
・住民向けの電話相談窓口や接種会場の予約システムの検討など

○令和3年3月～3月末ごろ
集団接種会場の運営や、サテライト接種施設への移送シュミレーションなど、接種に向けた実務的な準備を実施

○令和3年４月
65歳以上高齢者の接種に向けた準備を完了

2月末時点で、県が検討状況の進捗状況調査を実施



５ ワクチン等の流通調整状況
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ワクチン等の流通等について

○埼玉県の新型コロナウイルスワクチン等の流通を行う卸売販売業者は、アルフレッサ株式会社、株式会社スズケン、株式
会社メディセオ、東邦薬品株式会社の４社です。

卸売販売業者

調整結果
※厚生労働省が公正取引委員会に相談のうえ、卸売販売業者の選定を行ったもの。

さいたま市 アルフレッサ 春日部市 東邦薬品 朝霞市 スズケン 坂戸市 メディセオ 滑川町 メディセオ 東秩父村 メディセオ

川越市 メディセオ 狭山市 東邦薬品 志木市 スズケン 幸手市 東邦薬品 嵐山町 メディセオ 美里町 アルフレッサ

熊谷市 アルフレッサ 羽生市 東邦薬品 和光市 スズケン 鶴ヶ島市 メディセオ 小川町 メディセオ 神川町 アルフレッサ

川口市 スズケン 鴻巣市 スズケン 新座市 スズケン 日高市 アルフレッサ 川島町 メディセオ 上里町 アルフレッサ

行田市 スズケン 深谷市 アルフレッサ 桶川市 スズケン 吉川市 東邦薬品 吉見町 メディセオ 寄居町 アルフレッサ

秩父市 アルフレッサ 上尾市 メディセオ 久喜市 東邦薬品 ふじみ野市 スズケン 鳩山町 メディセオ 宮代町 東邦薬品

所沢市 メディセオ 草加市 メディセオ 北本市 スズケン 白岡市 東邦薬品 ときがわ町 メディセオ 杉戸町 東邦薬品

飯能市 アルフレッサ 越谷市 東邦薬品 八潮市 メディセオ 伊奈町 スズケン 横瀬町 アルフレッサ 松伏町 東邦薬品

加須市 東邦薬品 蕨市 スズケン 富士見市 スズケン 三芳町 スズケン 皆野町 アルフレッサ

本庄市 アルフレッサ 戸田市 スズケン 三郷市 メディセオ 毛呂山町 アルフレッサ 長瀞町 アルフレッサ

東松山市 メディセオ 入間市 アルフレッサ 蓮田市 東邦薬品 越生町 アルフレッサ 小鹿野町 アルフレッサ

※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（1.2版）P.33-34

○広域連合等の希望に伴う地域担当卸の変更が必要な場合は、令和３年２月12日（金）までのご連絡を依頼しており
ましたが、希望する市町村はなかったため上記担当表に変更はありません。

最終補正
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ワクチン接種に伴う医薬品等の購入について

○新型コロナウイルスワクチン接種にあたり、市町村が副反応の応急治療措置のために必要な医薬品等を購入する際は、地
域の医師会・薬剤師会等へご相談のうえ、原則として薬局から購入してください。

○ただし、購入量が大量になるなど、薬局からの購入が困難な場合には卸売販売業者から購入することができます。

医薬品等の購入

○薬局医薬品の取扱いについて
（平成26年３月18日付け薬食発0318第4号厚生労働省医薬食品局長通知）

○卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について
（平成23年３月31日付け厚生労働省医薬食品局総務課事務連絡、平成28年３月29日最終改正）

【埼玉県ホームページに掲載しています】
通知 （医薬品の販売制度の改正関係【平成26年3月10日～】）
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0707/han-tuuti2.html

参考通知

※ワクチン接種会場における必要物品については、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手引き（1.2版） P.22-24を参照

1/8再掲
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ワクチン接種会場への薬剤師の派遣について

○一部の市町村においては、ワクチン接種会場への医療従事者（医師、看護師、薬剤師等）の派遣について、地域の医
師会や薬剤師会等との調整が進められているところです。

○薬局の管理者（管理薬剤師）は、原則として、自ら管理する薬局以外の場所で薬事に関する実務に従事できません。
（医薬品医療機器等法第7条第3項）

○管理薬剤師が、自ら管理する薬局以外で薬事に関する実務に従事する場合は、医薬品医療機器等法に基づく許可が
必要となります。（医薬品医療機器等法第7条第3項の但し書き）

○埼玉県では、管理薬剤師が新型コロナウイルスワクチン接種に係る実務に従事する場合は、特例的に上記の許可を得た
もの（みなし許可）として取り扱うこととしています。

管理薬剤師

○埼玉県ホームページ：薬局、医薬品の販売業等の管理者の兼務許可申請、許可書返納届出
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0707/yakkyoku-iyakuhinhanbai/kenmu.html

※管理薬剤師の兼務許可申請については、市町村において手続きを要するものではありません。

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（1.2版）P.23
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