
新型コロナワクチンに係る市町村説明会

令和４年５月１０日（火）１４：００～１６：００

WEB開催（Zoom）

埼玉県
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＜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。
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次 第

〇 議事

１ 特例臨時接種に使用するワクチンについて

（１）武田社ワクチン（ノババックス）について

（２）２回目接種から３回目接種までの間隔短縮

（３）使用するワクチンの種類について

２ 追加接種（４回目接種）について

（１）４回目接種の概要について

（２）接種券の発送について

（３）高齢者施設等における適切な接種体制の確保について

３ その他

〇 質疑応答
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１ 特例臨時接種に使用する

ワクチンについて
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武田社ワクチン（ノババックス）について ①



武田社ワクチン（ノババックス）について ②
• 第１クール（５月２３日の週）に配送されるワクチンで、県民全てを対象とする接種会場を３か所設置
• 第２クール（６月６日の週）以降は、国が定める上限の範囲内で希望量が配送される

国が定める上限の範囲内で希
望量が配送される



令和４年５月９日

武田社ワクチン（ノババックス）の接種体制について

• 武田社がノババックス社から技術移管を受け、国内工場で製造する組換えタンパクワクチン
• ポリエチレングリコールのアレルギーによりmRNAワクチン（ファイザー社ワクチン及び武田/

モデルナ社ワクチン）を接種出来ない方も接種することができます。

武田社ワクチン（ノババックス）の接種を５月末から３会場で開始します。

対象 県内に住民票があり、接種日時点で１８歳以上の方 埼玉県 新型コロナウイルスワクチン接種について 検索

カンノ

県北部ワクチン接種センター

（熊谷市）
さいたま市集団接種会場

（さいたま市）
医療法人社団 敬悠会 菅野病院

（坂戸市）

接種開始 ６月５日（日） ６月３日（金） ５月３０日（月）

会 場
ニットーモール
（熊谷駅 徒歩３分）

旧市民会館うらわ
（浦和駅 徒歩７分）

菅野病院
（坂戸駅 徒歩８分）

予約方法
専用予約システム

５月２４日（火）受付開始

さいたま市外の方 ： 市のコールセンター
さいたま市民の方 ： 市の専用予約システム

／市のコールセンター
ともに５月２５日（水）受付開始

坂戸市外の方 ： 病院の予約システム
坂戸市民の方 ： 市の専用予約システム

／市のコールセンター
ともに５月２３日（月）受付開始
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9

武田社ワクチン（ノババックス）第2クール以降の接種体制

県内３会場 （県で調整）

第1クール
（5月23日週配送）

第２クール以降
（6月6日週配送～）

市町村の集団
接種会場

個別医療機関

第2クール以降（現在、第4クールまで提示）は配送施設数の制限がなくなった＊ことから、
県で調整した３会場に加え、市町村が調整した会場で接種可能とする。

１ 市町村は郡市医師会等と連絡調整
→接種希望会場及び接種能力等を各市町村で把握
→県に各クールの納入予定施設・希望量を報告

２ V-SYSの取扱いワクチン等の情報整備
（各施設）

→市町村によるV-SYS承認作業

３ V-SYS希望量登録（各施設）

４ V-SYS分配作業（国・県）

各市町村で
会場設置可

＜接種までの流れ＞

５ 地域卸から各施設へ配送

＊全国の配送上限を超えた場合は配送量を調整する可能性あり
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武田社ワクチン（ノババックス）接種までの流れ

市町村

V-SYS

医療機関

①連絡調整

県
⑥納入施設・納入希望量の報告

③情報登録
⑤希望量登録

④承認 ⑦各施設へ分配

⑧配送（2～8℃）
地域卸

国

データロック

配送手続き

②接種体制の把握・調整



武田社ワクチン（ノババックス）取扱いの注意点

■４回目接種には使用できません
■３回目接種の場合は２回目接種から６か月以上の間隔が必要
■冷凍不可（凍結を避けて２～８℃で保存）

●対象者 １８歳以上 ●用法・用量 １回あたり0.5mLを筋肉内に注射

接種間隔や接種回数を故意に誤って接種した場合は、公費や救済制度の対象外となります。

１ ２ ６か月 ３20日

１ ２ ６か月 ３

接種間隔 ノババックス その他の新型コロナワクチン（日本で承認されているもの）

*令和4年5月●日時点



２回目接種から３回目接種までの間隔短縮

• ファイザー社ワクチン及び武田／モデルナ社ワクチンは、 ２回目接種から３回目接種までの間隔が
「６カ月経過」から「５カ月経過」に短縮される。

• 武田社ワクチン（ノババックス）は２回目接種から３回目接種までの間隔が６カ月経過なので注意
すること。
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適用日：令和４年５月●日



使用するワクチンの種類について ①
• ２回目接種終了から５カ月経過すれば、ファイザー社ワクチンと武田/モデルナ社ワクチンは３回目の接種可能
• ３回目接種終了から５カ月経過すれば、ファイザー社ワクチンと武田/モデルナ社ワクチンで４回目の接種可能
• ３回目接種用に配送したファイザー社ワクチンと武田/モデルナ社ワクチンは、４回目接種にも活用できる。



使用するワクチンの種類について ②



２ 追加接種（４回目接種）について

15



４回目接種の概要について ①

適用日：令和４年５月●日

今後、対象者等が追加される
可能性がある



４回目接種の概要について ②

重症化リスクの高い基礎疾患を有する者の範囲 適用日：令和４年５月●日



４回目接種の概要について ③

接種勧奨および努力義務規定の範囲 適用日：令和４年５月●日



４回目接種の概要について ④



接種券の発送について

令和４年４月２８日付け国事務連絡をふまえ、同日付け保政第２０８号で以下のとおり接種券発
送準備を依頼したところ。各市町村においても遺漏なく接種券を発送していただきたい。

【令和４年４月２８日付け保政第２０８号（抜粋）】 【令和４年４月２８日 国説明会資料（抜粋）】

国が示している「②接種会場において接種券を発行」と「③接
種券情報が印字されていない予診票を接種会場に据置」につ
いては、４回目接種開始後の対応であるため今回の県通知か
らは除外。今後の状況をみて対応を判断する。



【４回目接種】接種券発送状況の公表について

左の資料は、3回目接種時の接種券発送状
況を照会して回答をとりまとめたもので、県の
ホームページ公開したもの。

前回は、国により同様の調査が行われるなど世
間の関心も大変高い状況であった。

4回目接種についても同様の状況になると思わ
れるので、下記のとおり調査を行い、県のホー
ムページ等で公表する。

【今回の調査のポイント】
• 3回目接種時と同様の調査を実施
• 発送完了見込み時期も含めて公表
• 公表は4回目接種開始前を予定

努力義務がかかる60歳以上の4回目接
種対象者の接種券発送状況を想定



施設入所者や長期入院患者への接種体制の確保について
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）

cf. 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（７.１版）P.28

令和４年４月２８日付け国事務連絡をふまえ、同日付け保政第２０８号で「接種券なしで４回目接種
を実施」する前提で、各施設との調整を依頼したところ。各市町村においても遺漏なく実施していただきたい。

高齢者入所施設等のほか、療養病床・精神病床の入院患者や障害者施設の入所者などを含む



施設入所者や長期入院患者への接種体制の確保について
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）

• いくつかの接種例があるが、県として推奨しているのは以下の運用。地域の実情に合わせて実
施していただきたい。

高齢者入所施設等のほか、療養病床・精神病床の入院患者や障害者施設の入所者などを含む



高齢者施設等における適切な接種体制の確保について
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）
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高齢者施設等における適切な接種体制の確保について

接種日までに接種券が届かなかった入所者の
接種券を施設で取りまとめるとともに、
本人記入欄を転記した上で医療機関へ送付

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）
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巡回接種医が接種券一体型予診票に転記するべき内容

利用者の予診票を取りまとめ、本人記
載欄が転記されていることを確認(or 
施設で転記)し、医療機関に送付

医師記入項目を転記し、VRS読取や
請求処理を行う。

(*) 医師記入項目は、ゴム印の押印
など、簡易な方法での転記が可能

1

2

施設

医療機関

ゴム印＋認印 でも可

ゴム印のみ or認印のみ でも可

埼玉 太郎

医師署名又は記名押印

例）

施設等の転記領域

医療機関の転記領域

・・・

・・・

☑ 接種の可否の判定

（チェック）

☑ 時間外・休日加算のチェック

（塗りつぶし）

□ 薬液の接種量（直接記入）

□ 医療機関コード（直接記入）

□ 接種年月日（直接記入）

□ ロットシールの貼付け

☑ 問診結果のチェック

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）
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接種券一体型予診票の接種券部分切り貼りについて

県国保連は全てパンチング入力（≠OCR入力）でデータ化しているため、
県内他市町村、ならびに県外市区町村あて請求時も切り貼り対応可。
ただし文字の読み取りが容易にできるように、引き続き接種券部分は丁
寧に取扱うこと。

●埼玉県国保連との調整

5mm以内（接種券部分上端から）

セロハンテープ（4か所）

切り取った接種券部分

○令和3年11月26日付け国事務連絡「例外的な取扱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4年1月27日付け「追加接種の速やかな実施のための接種券の早期発行等について」

●国事務連絡
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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）

https://www.mhlw.go.jp/content/000859245.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000889646.pdf


（まとめ）当面、必要となる市町村の主な事務

１ 接種券発送の準備 → 国からの4回目接種開始日の通知を待って発送
（１）３回目接種
２回目接種後５か月経過した方（これまで令和４年６月以降に３回目接種の対象となっていた方）

（２）４回目接種
３回目接種後５か月経過した次の方
ア ６０歳以上の方
イ １８歳以上の基礎疾患がある方のうち、障害者手帳や療育手帳を保有している等、市町村で把握可能な方

（３） 基礎疾患がある方の手挙げ方式への対応

２ 施設入所者や長期入院患者への接種に向けた調整
対象者への接種券到達前に「接種券なしで４回目接種を実施」する前提での各施設との調整

※ 高齢者入所施設等（通所サービス事業所の利用者を含む）の入所者、障害者施設の入所者、療養病床・精神病床の入院患者など

4回目接種開始前（5月末見込）まで

上記は、令和４年４月２８日付け国事務連絡をふまえ、同日付け保政第２０８号で依頼し
た内容と同じですが、今後も国から変更や修正の指示があると見込まれます。
県からも、都度、お知らせしますが迅速かつ柔軟な対応をお願いします。



３ その他
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ワクチン配送等のスケジュールー①

30

＊現時点では、7月にファイザー社ワクチンを追加で配分する予定はない

（令和4年4月28日付国事務連絡別紙より）



ワクチン配送等のスケジュールー②
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（令和4年4月28日付国事務連絡別紙より）



ワクチン配送等のスケジュールー③
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（県内３会場）

（令和4年4月28日付国事務連絡別紙より）



埼玉県ワクチン接種センターの運営体制の変更について

ゴールデンウィーク明けの５月９日（月）から、

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

稼働日 火曜、木曜、金曜、土曜、日曜 月曜、金曜、土曜、日曜 水曜、金曜、土曜、日曜 休止

会 場
南越谷ラクーン

（南越谷駅・新越谷駅徒歩3分）

山崎ビル
（川越駅 徒歩1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）

受 付
全日 10:30～19:00
※金曜日は21:００まで

平日 10:30～19:00
土日祝 9:30～18:00

全日 10:30～19:00 ―

○東部会場については、毎週金曜日の受付を21時まで延長（4月22日～）

○東部会場、西部会場、北部会場については、稼働日数を縮小
○南部会場を休止（施設メンテナンスのため）

【５月９日以降の体制】



現状・課題

今後の取組

○ 県内市町村の多くは、条例等により健康被害調査委員会の設置を定めており、県からの医師推薦の規程は委

員会開会の必須条件ではなく、定足数要件にとどまる団体が多い。

○ 国の見解 『8月23日付け全国自治体向け速報Q＆A』

「市町村が委員会を開催する場合、都道府県が専門医師の派遣を行うことになっていたとしても、市町村で専門的

な知識を持った方が委員会に入るのであれば県からの専門医師の派遣は必須ではない」

【健康被害救済制度】県による医師推薦について

参 考

○ 健康被害救済制度に係る健康被害調査委員会の開催に当たり、県が市町村に専門医師の推薦を行うのは、

次の要件をいずれも満たす場合とさせていただいている。（令和3年12月3日付 保政第1237号通知）

要件① 保健所長を除き、郡市医師会等からの推薦で2名以上の医師が確保できない場合

要件② 重篤・死亡事案など、定例軽易な案件と異なり案件の特殊性や専門性が高い場合

→ 上記の要件を満たし、専門医師派遣の希望をいただいた市町村に対し、県が個別の事情を踏まえ、必要性

を勘案して医師推薦の可否を判断している。

○ なお、事案に対し多角的な議論を要するなど、特別な事情がある場合個別に相談を受け付ける。

※ 申請件数の増加に伴い、定例的な事案が今後も増加することが見込まれるため、手続きの迅速性確保と専

門事案への注力の観点から、御理解と御協力をいただきたい。



質疑応答
※チャット機能から質問を入力してください

市町村名を記載してください
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