
（第１部）新型コロナワクチン接種に関する初任者研修会

（第２部）新型コロナワクチンに係る市町村説明会

令和４年４月５日（火）１４：００～１６：００

WEB開催（Zoom）

埼玉県



＜事務連絡＞

１ 録画と配信
本日の説明会については、録画を行い、後日Youtubeにて限定動画配信を行い

ますので、ビデオをオンにしている方は、ご承知おきください。

２ 質問
本日参加者はミュート設定とさせていただいております。

最後に質疑応答の時間を設けてりますので、御質問のある方は随時チャット機
能から、全員宛てに質問の入力をお願いいたします。



第１部

新型コロナワクチン接種に関する

初任者研修会

3



第１部 次 第

１ 基礎知識（ワクチンとは︖）
２ 国・県・市町村の役割分担
３ 昨年度の接種スケジュール
４ 接種体制の構築
５ ワクチンの分配
６ 困ったときは（参考になるHP等）
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１ 基礎知識（ワクチンとは︖）
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ワクチンってなんだ？

１ ワクチンとは
ワクチン（独: Vakzin、英: vaccine）は、感染症の予防に用いる医薬品。
病原体から作られた無毒化あるいは弱毒化された抗原を投与することで、
体内の病原体に対する抗体産生を促し、感染症に対する免疫を獲得する。
（wikipedia）

２ 新型コロナワクチンの接種で得られる効果は︖

ワクチンは発症予防効果等がある一方、感染予防効果や、高齢者においては重症化予防効果に
ついても、時間の経過に伴い、徐々に低下していくことが示唆されている。

発症予防効果 重症化予防効果 感染予防効果

ウイルスに感染しても発症する可
能性が下がる。

ウイルスに感染しても重症化する
可能性が下がる。

ウイルスに感染しにくくなる効果
がある。
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令和３年４月16日
新型コロナワクチンに関する市町村
説明会資料（抜粋）



新型コロナワクチンの種類

○ 現在、政府が確保しているワクチンは小児用のワクチンを含めると４種類。
○ 武田社（ノババックス社）については薬事承認前の内容。
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令和４年３月２５日
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⑫一
部抜粋））



２ 国・県・市町村の役割分担

8



国・県・市町村の役割分担

主体 主な役割

国 • ワクチンの確保
• 接種種順位の決定

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

○ 国の主導のもと、必要な財政措置を行い、住民に身近な市町村が接種事務を実施し、
都道府県は広域的観点から必要な調整を担う
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令和３年４月16日
新型コロナワクチンに関する市町村

説明会資料（抜粋）



国・県・市町村の役割分担
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【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版）抜粋】



３ 昨年度の接種スケジュール
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初回接種開始時の接種スケジュール

○ 国がワクチンを準備し、接種の順番を決定
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令和３年４月16日
新型コロナワクチンに関する市町村
説明会資料（抜粋）



新型コロナワクチンの追加接種における接種間隔について

対象者 接種間隔 対象者数
（全国） 前倒し用に別途確保するワクチン

・医療従事者
・高齢者施設等の入所者及び従事者
・通所サービス事業所の利用者及び従事者
・病院又は有床診療所の入院患者

6か月以上 1,473万人

・自治体所有の在庫
（ファイザー＋モデルナ 890万回分）

・国所有の在庫
（モデルナ 500万回分）
→配分は追って通知

・その他の高齢者 (2月〜)７か月以上
(3月〜)６か月以上

1,672万人
・追加供給されるワクチン
（モデルナ 1,800万回分）

・一般の対象者（現役世代） (3月〜) 7か月以上 5,500万人
【１月２８日 国の自治体向け説明会】
・エッセンシャルワーカー(地域における社会機
能を維持するために必要な従業者等)

市町村の判断により、７月の
経過を待たず、追加接種をお
こなうことも差し支えない

【１月３１日付け国の事務連絡（要約）】
・予約枠に空きがあれば、現に高齢者に対する接種が行われている場合においても、初回接種から６か月
以上が経過した一般対象者（64歳以下）に対する追加接種の前倒しを行っていただきたい
・こうした運用を行うため、一般対象者への接種券の早期発行にも取り組んでいただきたい

＜原則＞２回目接種完了から原則８か月以上（医療機関等でのクラスター発生時には例外的に6か月以上経過で接種可）

＜例外＞下記の場合には、例外的に８か月以上経過を待たずに追加接種が可能

令和４年２月２日 新型コ
ロナワクチンに係る市町
村説明会資料（抜粋）



R3.１１月 R3.12月 R4.2月 R4.３月 R4.４月 R4.５月以降

追
加
接
種

初
回
接
種

昨年度後半からの接種全体スケジュール

１８歳以上への接種 R3.12.1開始（ファイザー社ワクチン・武田／モデルナ社ワクチン）

１２歳以上１７歳以下への接種
R4.3.25開始（ファイザー社ワクチン）

１２歳以上への接種（ファイザー社ワクチン・武田／モデルナ社ワクチン）
※希望者への接種は11月で概ね完了

５歳以上の１１歳以下への接種
R4.2.25～開始（小児用ファイザー社ワクチン）

※現時点で予防接種法上の臨時接種として扱われるのはR4.9.30まで



４ 接種体制の構築
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ワクチンの接種体制の構築
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接種体制構築の要素
① ワクチンの確保 → 国が実施
② ワクチンの流通 → ファイザー社のワクチンは国内倉庫から直送

モデルナ社のワクチンは地域卸から配送
③ ワクチンの打ち手の確保 → 接種機関を確保（県・市町村）
④ 被接種者が接種できる体制 → 予約システム等の構築（市町村）
⑤ 接種履歴の記録 → システムによる記録（国が整備）

ワクチンの流通や接種を円滑に行うためのシステム
V-SYS（ワクチン接種円滑化システム）

接種施設からのワクチンの発注、国から県・市町村・接種施設への分配、接種者数の記録
等を一元管理するシステム

VRS（ワクチン接種記録システム）
個人ごとのワクチンの接種記録を一元管理するシステム

令和３年４月16日
新型コロナワクチンに関する市町村
説明会資料（一部修正・抜粋）



Ｖ－ＳＹＳとは
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令和３年４月16日
新型コロナワクチンに関する市町村
説明会資料（抜粋）



ＶＲＳとは
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ＶＲＳは、自治体及び接種医療機関による接種記録の負担を軽減するために、
内閣府において作成した接種記録を一元管理するためのシステムです。

令和３年４月16日
新型コロナワクチンに関する市町村

説明会資料（抜粋）



５ ワクチンの分配
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追加接種の対象者数とワクチンの配送料
令和４年３月２５日
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⑫一部抜粋））



追加接種に係るワクチン分配について

５月１６日の週までに8月までの追加接種対象者分のワクチン分配が完了

８月までの対象者 5,954,786人（12歳以上の者を含む）
※R4.3.31現在

PF①〜⑥1,962箱
TM①〜⑤14,159箱

4,419,390人（回）分

PF⑦469箱
TM⑥2,554箱
931,830人（回）分

6,720,510人（回）分

PF⑧632箱
TM⑦2,100箱

1,054,440（回）人分

3月31日までの配送
4/4週
4/11週
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TM⑧2,099箱
314,850人（回）分

4/18週
4/25週

5/9週
5/16週

約７６万回
余剰見込



小児接種に係るワクチン分配について

５月３０日の週までに４月１日現在の対象者分のワクチン分配が完了

対象者数×２（２回接種） 854,440回
※R4.1.1現在

PFchild①〜②
1,686箱

（168,600回分）

PFchild③
2,614箱

(261,400回分)

923,900回分

PFchild④
2,614箱

（261,400回分）

3月31日までの配送
4/4週
4/11週
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4/18週
4/25週

約７万回
余剰見込

PFchild⑤
930箱

（93,000回分）

PFchild⑥
1,395箱

（139,500回分）

5/9週
5/16週

5/23週
5/30週



ワクチン分配登録スケジュール
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※ファイザー社ワクチン第８クールまでの登録は令和３年度中に完了しています。



ワクチン分配登録スケジュール
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６ 困ったときは（参考になるHP等）
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自治体の事務を詳しく知りたい

○ 厚生労働省の作成した、予防接種の事務に関する手引きです。
○ 自治体が予防接種事務において行うべきことが一通り書いてあります。
○ 厚生労働省のHPからダウンロードできます。

「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手引き」
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令和３年４月16日
新型コロナワクチンに関する市町村

説明会資料（抜粋）



国の通知を確認したい

○ これまでに発出された国の通知・事務連絡が日付順に一覧になっています。
○ 同じ通知に手引きの最新版のデータも掲載されています。

厚生労働省HP「新型コロナワクチンに関する自治体向け通知・事務連絡等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html
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令和３年４月16日
新型コロナワクチンに関する市町村
説明会資料（抜粋）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html


ワクチンの接種方法や接種実績を知りたい

○ V-SYSの外部向けページ
○ 接種会場の検索画面や、接種実績を調べることができる。

「コロナワクチンナビ」 https://v-sys.mhlw.go.jp/
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令和３年４月16日
新型コロナワクチンに関する市町村
説明会資料（抜粋）

https://v-sys.mhlw.go.jp/


各社のワクチンの取扱い方法が知りたい

○ ファイザー社のワクチンの取扱い方法が画像付きで掲載されている。
○ ワクチンの添付文書や動画による説明もある。

「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」
https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/#/TopPageOther
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○ 武田／モデルナ社のワクチンの取扱い方法が画像付きで
掲載されている。

○ ワクチンの添付文書や動画による説明もある。

「武田薬品COVID-19ワクチン関連特設サイト」
https://www.take-care-covid-19.jp/

https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/#/TopPageOther
https://www.take-care-covid-19.jp/

