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第２部 次 第

〇 議事
１ 小児ワクチン接種について
２ 追加接種について
（１）12歳以上17歳以下の追加接種（３回目）について
（２）４回目接種について

３ その他

〇 質疑応答



１ 小児ワクチン接種について



小児へのワクチン接種に係る保護者への説明について

【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（７版）
第４章３（１４）ア（一部抜粋）
接種対象となった 16 歳未満への予防接種を実施する場合は、原則、

保護者の同意・同伴が必要であること。保護者の同意については、予診票
の保護者自署欄で必ず確認すること。

• 小児への接種については、事前に保護者に対して丁寧な説明をお願いする。
• 埼玉県医師会に対しては、保護者から相談があった時には丁寧に分かりやすく説明していただくようお

願いしている。
• 市町村においても集団接種会場等において保護者へ丁寧な説明が行われるよう引き続き対応をお

願いしたい。

【厚生労働省作成 小児用リーフレット（抜粋）】



小児への接種を行う医療機関への接種体制確保のための支援金について

上記経費について、体制確保補助金の対象となることが改めて示されるとともに、
小児への接種に係る対象経費の具体例について例示された。

・ 保護者に対するワクチンの有効性・安全性や接種後に通常起こり得る症状への対処方法等の丁寧な説明
や相談対応

・ 本人に対する年齢等に応じたわかりやすい説明
・ 接種介助
・ 母子健康手帳への記入
・ 同行した子どもの世話 など

医療機関等との協働によりきめ細かい接種体制を構築するために必要な経費
（接種体制の構築のために必要となる医療機関や医療従事者に対する支援に要する経費や接種実績の報告等に伴う医
療機関等におけるかかり増し経費など）については、接種体制確保補助金の対象となることが示されている。

これまで

R4.2.21
の通知

（令和4年2月21日厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)

（令和３年２月１日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)

上記に該当する支援金は接種体制確保事業費国庫補助金の対象になりますので、郡市医師会等と協議の上、支援
金を交付する場合には当該補助金を活用ください。
（令和3年度補助金の繰越を行っていない市町村も、令和4年4月以降の補助金については、別途国から交付申請の
案内がある予定ですので、そちらをご活用ください。）



小児への接種を行う医療機関への接種体制確保のための支援金について
令和２年１２月１８日 第１回新型コロ
ナウイルスワクチン接種体制確保事業に関
する自治体向け説明会資料抜粋

接種費用には、
診療報酬における初診（再診）料、注
射料、事務費、乳幼児加算が含まれてい
る。

→加算金の積算において、これらの経費と
重複しないよう整理する必要がある。



小児への接種を行う医療機関への接種体制確保のための支援金について

支援金の交付に当たっての注意点（国ＱＡの整理）

Ｑ） 医療機関での小児のワクチン接種につき、市町村が独自で手間代を加算（協力金等の新たな制度を設けるなどして）する場合、これは補助金の対象になるか︖

Ａ）R4.2.21付け事務連絡で例示された経費など、「医療機関等との協働によりきめ細かい接種体制を構築するために必要な経費」に該当
する経費であれば対象となります。
なお、補助金においては合理性・経済性という一般原則があり、本経費も例外ではありません。予診においては診療報酬に倣って６歳未満に
おいて接種費用を加算しているところであり、対象となる具体的な業務の必要性と当該業務に必要となる額について検討いただき、支払に当
たっての説明責任を果たせる内容とするようお願いします。

Ｑ） どの支出科目から支出するのが適当か︖

Ａ）補助金申請を行う経費の費目は、交付要綱４の表3欄に掲げるものから、実態に応じて適切なものを選択してください。
なお、自治体内の予算処理上の費目と、国予算の手続上の費目の名称が異なっていても、相互の対応関係を明確に理解できるように整理さ
れていれば、差し支えありません。

※「補助金」の費目はありませんのでご注意ください。

給料、職員手当等、共済費、賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費）、
役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費、負担金



【参考】小児用ファイザー社ワクチンについて

 ５〜１１歳用（小児用）のファイザー社ワクチンは、12歳以上用の既存のファイザー社ワクチンとは
濃度や用量、取扱いルールが異なるため、別種類のワクチンとして扱う必要がある。

 一方で、小児への接種についても、一つの接種機関で複数のワクチンを取り扱うことが許容されている。

小児用ファイザー社ワクチン 12歳以上用ファイザー社ワクチン（コミナティ筋注）

用法・用量
1.3mlの薬液を1.3mlの生理食塩液で希釈
0.2ml／回を筋肉内に接種

0.45mlの薬液を1.8mlの生理食塩液で希釈
0.3ml／回を筋肉内に接種

最小配送単位
1箱10バイアル（100回分）
※1バイアル当たり10回

1箱195バイアル（1,170回分）
※1バイアル当たり6回

国からの配送方法 接種機関へ直接配送
-90～-60℃、ドライアイスレス（蓄冷材）又はドライアイス入り保冷箱

基本型接種施設へ配送後、必要に応じ接種機関へ移送
-90～-60℃、ドライアイス入り保冷箱

保
存
可
能
期
間

-90～-60℃ ワクチンの有効期限（製造から９か月）まで ワクチンの有効期限（製造から9か月）まで

-25～-15℃ 保存不可 最長14日間（1回に限り-90～-60℃に再凍結可）

冷蔵庫解凍（2～8℃) 10週間（再凍結不可） 1か月間（再凍結不可）
室温解凍 解凍及び希釈を12時間以内に行う（再凍結不可） 解凍及び希釈を2時間以内に行う（再凍結不可）
希釈後 2～30℃で保存し12時間以内に使用 2～30℃で保存し6時間以内に使用

小分け 可能（-90～-60℃または2℃～8℃で行う）

複数のワクチンを取り扱う場合に混同しないような接種体制が必要

例 ○ 接種日・曜日・時間帯などを完全に区別
○ 保存・溶解・充填などの準備段階から、

他のワクチンと時間的・空間的に分ける

令和３年12月28日
新型コロナワクチンに係る市町村説
明会資料（抜粋・一部修正）



小児の接種における間違い接種の対応について
▼ファイザー 直近の接種日から18日以上あける（標準的には21日間隔）

▼モデルナ 直近の接種日から20日以上あける（標準的には28日間隔）

▼コロナワクチン同士の交互接種 直近の接種日から27日以上あける

▼コロナワクチン ↔ 他の予防接種 直近の接種日から13日以上あける

原則の接種間隔

5歳 12歳

小児用ワクチンの対象期間
※5歳の誕生日の前日〜12歳の誕生日の前々日

18日以上

１回目を間違い接種してしまった場合

１ ２

１

１ 18日以上

18日以上

18日以上

１

２

２

２

2

CASE1

CASE2

CASE3

CASE4

※12歳になってから小児用を接種した場合

※12歳未満で12歳以上用を接種した場合

※ の接種も可

異なるワクチンであるが、
１８日以上の間隔で可

小児用ファイザー

12歳以上用ファイザー

※1回目接種後に12歳になった場合



２ 追加接種について



（１）１２歳以上１７歳以下の追加接種（３回目）について

【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（７版） 第４章３（１４）ア（一部抜粋）
接種対象となった 16 歳未満への予防接種を実施する場合は、原則、保護者の同意・同伴が必要であること。保護者の同意については、予診

票の保護者自署欄で必ず確認すること。

• １２歳以上１７歳以下の追加接種が令和４年3月25日から開始された。
• ２回目接種から６か月経過する対象者に、速やかに接種券を送付していただきたい。
• 小児接種（５歳〜１１歳）と同様、 16 歳未満への接種は、原則、保護者の同意・同伴が必

要であるため、接種会場等で保護者へ丁寧な説明が行われるようお願いしたい。

【厚生労働省作成 リーフレット（抜粋）】

現時点では、12歳以上17歳以下の追加接種に
武田／モデルナ社ワクチンは使用不可



（２）４回目接種について その１
令和４年３月2５日 厚生労働者 第12回
新型コロナウイルスワクチンの接種体制確
保に係る自治体向け説明会資料（抜粋）

現時点（3月25日）から2か月程度→5月中旬～下旬？



（参考）諸外国の４回目接種 ①
令和４年３月24日 厚生労働者 第３1回厚
生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
資料（抜粋）



（参考）諸外国の４回目接種 ②
令和４年３月24日 厚生労働者 第３1回厚
生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
資料（抜粋）



（２）４回目接種について その２
令和４年３月2５日 厚生労働者 第12回
新型コロナウイルスワクチンの接種体制確
保に係る自治体向け説明会資料（抜粋）

新型コロナワクチンの接種を受けたことがありますか。
接種回数（ 回） 前回の接種日（ 年 月 日）
前回接種を受けた新型コロナワクチンの種類（ ）



（２）４回目接種について その３
令和４年３月2５日 厚生労働者 第12回
新型コロナウイルスワクチンの接種体制確
保に係る自治体向け説明会資料（抜粋）

接種済証（参考様式）



３ その他



埼玉県知事記者会見 令和４年３月２９日 ①

４月以降の県ワクチン接種センターの体制

▶ 対 象 武田／モデルナ社製ワクチン
▶予約方法

・県内に住民票がある３回目接種券をお持ちの方
・接種日時点で１８歳以上の方
・2回目の接種日から６か月経過した方 予約サイトからの事前予約

※空き状況により、当日受付を会場で行います

追加接種を加速するため、

▶ワクチン

東部会場（越谷市） 北部会場（熊谷市） 南部会場（さいたま市） 西部会場（川越市）

開設日 ４月８日（金） ４月８日（金） 稼働中 稼働中

予約開始 ３月２９日（火）１６時 ３月２９日（火）１６時 予約受付中 予約受付中

会場
南越谷ラクーン
（南越谷駅・新越谷駅徒歩3分）

ニットーモール
（熊谷駅 徒歩３分）

埼玉県浦和合同庁舎
（北浦和駅 徒歩10分）

山崎ビル
（川越駅 徒歩1分）

受付時間 全日 10:30～19:00 全日 10:30～19:00
全日 10:30～19:00
※４月１日から変更

平日 10:30～19:00
土日祝 9:30～18:00

NEW! NEW!

4月８日（金）から東部会場、北部会場を開設し、県内４か所体制とします



埼玉県知事記者会見 令和４年３月２９日 ②

新型コロナウイルス感染症の後遺症（罹患後症状）外来

147 医療機関(3月29日現在)147 医療機関(3月29日現在)

「診療の指針となる症例集」
が完成

422症例を
とりまとめ

県と県医師会が連携し
後遺症外来の事業を実施

限られた医療機関でのみ後遺症（罹患後症状）を診療 ※R3.8月時点︓４医療機関（インターネットによる確認）R3.9以前

R3.10.1～

7医療機関9診療科で
後遺症外来診療を
実施し、症例を収集

・各診療科の具体的な対処法を記載
・臨床現場の経験を踏まえた実践的な内容

県内の多くの医療機関で診療が可能に

後遺症外来を実施する医療機関を4月1日より県のホームページで公開R4.4.1～

令和4年3月4日
・症例集を県内全ての医療機関へ送付
・症例集を県のホームページに公開

⇒ 4月以降に後遺症外来を実施する
医療機関の募集を開始

令和4年3月25日
・症例集を説明する講演会を実施

応募医療機関数

詳しくは 埼玉 後遺症 で検索

県内の多くの医療機関で診療が可能に



埼玉県知事記者会見 令和４年３月２９日 ③

入所系福祉施設への抗原検査キットの配布

感染スピードが速いオミクロン株の特性を踏まえ、福祉施設での速やかな
検査の実施により感染を早期に発見し、クラスターの発生を防止する。

高齢者施設

約1,500施設

障害者施設

約500施設

配布数50,000個 本日3月29日より希望する施設へ配布

重症化リスクの高い方が入所する福祉施設に抗原検査キットを配布

（特養、老健、グループホームなど） （障害者支援施設、グループホーム）


