
メールアドレス登録のお願い

メールアドレスの使用例
1. ワクチンバイアル配達予定数量の定期連絡
2. 予約枠に関する連絡
3. ワクチン接種に係わる連絡・様式送付 など

１医療機関あたり複数名のメルアド登録も可能です。
※複数名の登録をお願いします。

スマホからの登録も可能です。
※リアルタイムに確認できるメルアドの登録もお願いします。

左のQRコードを読み取っていただき、
件名に「管理№ 病院名 氏名」を必ず入力して

メールを送信してください。
送信先：vaccine@mail.city.fukushima.fukushima.jp

※質問はメールにて受け付けます。

mailto:vaccine@mail.city.fukushima.fukushima.jp


福島市新型コロナウイルスワクチン接種 医療機関事務説明会

次 第

１ 開会

２ あいさつ

３ 説明
1. ワクチン接種事業概要について
2. 予約から実績までのシステムに関する流れについて
3. ワクチンの配送について
4. 予診票の取扱について
5. 接種費用請求について
6. 予診から間違い接種防止までについて
7. ワクチンの供給と取り扱いについて
8. 「巡回診療（健診）の実施計画書」の届出について

４ その他
1. 医療従事者へのワクチン接種について



説明内容
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1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録

1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録



接種関連業務の流れ
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業務内容 様式等 業務頻度 報告期限 連絡方法等

予約システム 予約枠報告 予約枠調査票 随時 4/28・随時 FAX 573-5320

（予約受付） 予約者管理・報告書 随時 － －

ワクチンバイアル配達予定数量
事前確認

配達予定数量表 週2回 翌日予定 メール

ワクチンバイアル受取り
配送物品確認表
情報提供シート

週2回 － －

予約者確認～ワクチン接種 － 接種実施日 － －

VRSへ登録
（ワクチン接種記録システム）

－ 接種実施日 接種当日中 －

週間業務実績報告書提出 週間業務実績報告書 週1回 毎週月曜正午 FAX 573-1115

接種費用請求 予診票送達連絡票 月1回 月〆翌月10日 郵送・使送

業務内容 様式等 業務頻度 報告期限 連絡方法等

予約システム 予約枠報告 予約枠調査票 随時 4/28・随時 FAX 573-5320

（予約受付） 予約者管理・報告書 随時 － －

ワクチンバイアル配達予定数量
事前確認

配達予定数量表 週2回 翌日予定 メール

ワクチンバイアル受取り
配送物品確認表
情報提供シート

週2回 － －

予約者確認～ワクチン接種 － 接種実施日 － －

VRSへ登録
（ワクチン接種記録システム）

－ 接種実施日 接種当日中 －

週間業務実績報告書提出 週間業務実績報告書 週1回 毎週月曜正午 FAX 573-1115

接種費用請求 予診票送達連絡票 月1回 月〆翌月10日 郵送・使送



説明内容
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1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録



システム名 予約システム V-SYS（ﾌﾞｲｼｽ） VRS（ﾌﾞｲｱｰﾙｴｽ）

管理者 福島市 厚生労働省 総務省

目的
予約の一括管理

➡ワクチン配分に利用

ワクチン要求・配送・分配
（国➡県➡基本型医療機関）
※ワクチン接種実績数管理

国民の接種管理

福島市
予約枠の集約・管理 ワクチン要求数量の入力

ワクチン分配の入力（基本型へ）
ワクチン接種実績数の入力

市民基礎データの管理

基本型
医療機関

予約枠の報告
※予約者の報告（随時）

基本情報更新
ワクチン要求数量の入力
ワクチン接種実績数の報告（週1回）

タブレットを使用して接種実績
アップロード（接種日毎）

サテライト
医療機関

予約枠の報告
※予約者の報告（随時）

基本情報更新
ワクチン接種実績数の報告（週1回）

タブレットを使用して接種実績
アップロード（接種日毎）

ワクチン接種に係わるシステム
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システム名 予約システム V-SYS（ﾌﾞｲｼｽ） VRS（ﾌﾞｲｱｰﾙｴｽ）

管理者 福島市 厚生労働省 総務省

目的
予約の一括管理

➡ワクチン配分に利用

ワクチン要求・配送・分配
（国➡県➡基本型医療機関）
※ワクチン接種実績数管理

国民の接種管理

福島市
予約枠の集約・管理 ワクチン要求数量の入力

ワクチン分配の入力（基本型へ）
ワクチン接種実績数の入力

市民基礎データの管理

基本型
医療機関

予約枠の報告
※予約者の報告（随時）

基本情報更新
ワクチン要求数量の入力
ワクチン接種実績数の報告（週1回）

タブレットを使用して接種実績
アップロード（接種日毎）

サテライト
医療機関

予約枠の報告
※予約者の報告（随時）

基本情報更新
ワクチン接種実績数の報告（週1回）

タブレットを使用して接種実績
アップロード（接種日毎）



説明内容
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1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録



予約システム概要
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医療機関
（医療機関ID・パスワード）

予約システム
（ｺｰﾙｾﾝﾀｰ予約含む）

公開された予約枠から、
市民が希望した日時・医
療機関を選択して予約で
きるシステム

予約者（市民）
（接種予約ID・パスワード）

④予約者の確認

②
予
約
枠
登
録

⑥
ワ
ク
チ
ン
接
種

予約時の必須入力事項
1. 氏名フリガナ
2. 生年月日
3. 電話番号

福島市
（管理者ID・パスワード）

管理者権限
1. 医療機関の登録・修正
2. 予約枠の登録・修正
3. 予約の登録・キャンセル

⑤
医
療
機
関
へ



予約方法
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①コロナワクチン予約・相談センター ②インターネット予約

予約方法
電話受付
➡インターネット予約の代理入力
０２４－５７３－１１８１（最大20回線）

インターネット
（パソコン・スマートフォン等）

受付日時
平日（土日祝除く）
午前９時～午後７時

全日
２４時間

予約機能

予約
予約修正
予約キャンセル
２回接種分の予約が可能

予約
予約修正
予約キャンセル
２回接種分の予約が可能

予約〆日 接種日の10日前 接種日の10日前



説明内容

10

1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録



予約枠の考え方
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予約・相談センター

診療時間は、
9：00～12：00 14：00～17：30

接種を受け付ける時間帯は、
9：00～11：00 14：00～16：00

予約枠の時間幅を30分とし、
30分毎に3人接種

経過観察時間を考慮して、、

１日当たりの接種予約数は、「24枠」と
なります。
※あくまでも一例です。

時間 予約枠数

9：00～ 3

9：30～ 3

10：00～ 3

10：30～ 3

11：00～ 経過観察

11：30～

12：00

14：00～ 3

14：30～ 3

15：00～ 3

15：30～ 3

16：00～ 経過観察

16：30～

17：00～

17：30

計 24

時間枠

診
療
時
間

診
療
時
間

接
種
受
付

接
種
受
付



予約枠調査票
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例１）予約枠幅 30分の場合

例2）予約枠幅 60分の場合

2 2 212

12 4 4

報告期限：令和３年４月２８日（水） １５時

※１バイアルあたり６回接種

2 2 2

4



予約開始事前調査
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報告期限：令和３年４月２８日（水） １５時



予約枠設定スケジュール（予定）
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

初回
設定

初回
変更

２回目
変更

●4/28 予約枠報告期限

★5/10 予約開始

●5/5 予約枠設定完了

●5/6-8 予約枠確認期間

1回目接種分予約枠

2回目接種分予約枠

●上旬頃 予約枠再調査
1回目 追加枠①

2回目 追加枠①

★上旬 64歳以下 接種クーポン券発送
●上旬頃 予約枠再々調査

1回目 追加枠②

2回目 追加枠②

1回目接種分予約枠

2回目接種分予約枠

1回目 追加枠①

2回目 追加枠①



説明内容
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1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録



接種クーポン券
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①接種予約ID
②パスワード
※予約するには①②が必須となります。



コールセンター予約
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予約・相談センター

予約・相談センターの電話応対について、簡単に
ご説明します。

最初に、接種クーポン券に記載してある、接種予
約ID・パスワードを聞き取ります。
※接種予約ID・パスワードは、全市民に郵送した
接種クーポン券に記載されています。

次に、医療機関・日時等のご要望を聞き取ります。
※２回接種分を同時に予約受付。

ご要望に沿った予約枠があれば、予約完了です。

予約受付の際には、以下の点も確認
します。

かかりつけ医はありますか？

基礎疾患はありますか？
など、、、

予診票の事前記入も促していきます。

一般的な電話応対例



インターネット予約
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市民から見た日別予約空状況



接種日通知（イメージ）
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960-0000

福島市五老町3-1

福島 太郎 様

接種予約日のご連絡

１回目接種予約
令和3年6月14日（月） 10時30分
福島○○クリニック
024-535-0000

２回目接種予約
令和3年7月5日（月） 11時00分
福島○○クリニック
024-535-0000

ハガキ表面 裏面

予診票の準備

持参する物

服装など当日に気を付けて欲
しい事

当日キャンセルの連絡先

など

① 接種予約日の数日前に届くように発送します。
② 予約手続き日と接種予約日が近い場合は,
送付しないこともあります。



説明内容
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1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録



ワクチン配分
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保健所

基本型医療機関

サテライト型
医療機関



ワクチン配達
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

A
月木

B
火金

基本型医療機関からサテライト型医療機関へ配達する業者

① 福島運送㈱

② ㈱帝北ロジスティクス

1 2            3            4            5

1 2            3            4            5

1 2            3            4            5

1 2            3            4            5



説明内容

23

1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録



クローズ予約とは
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オープン予約 クローズ予約

接種予約枠 公開 非公開

接種予約枠の管理 予約システム内 自院

接種対象者
予約システムを閲覧できる者
➡全市民+避難者等

自院に通院歴がある者
往診を受けている者
高齢者施設等に入所する者

予約〆日 接種日の10日前
接種日の10日前
※「予約者管理・報告書」にて予約者を報告

ワクチン配分
予約システム内データから自動算出 予約システム内データから自動算出

※予約者の報告漏れに注意が必要



予約者管理・報告書
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報告期限：接種日の10日前まで

必須項目
①接種予約日
②接種予約ID
③氏名
④接種回数

任意様式でもOKです。



説明内容
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1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録



ワクチンバイアル 配達予定数量確認メール（PDF）
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ワクチン配分から配達まで
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ワクチン配分と配達までの流れ

1. 予約システムの予約〆日（締日）は、接種日の10日前となります。
2. ワクチン配達日の約1週間前に、配達対象となる医療機関へ「配達日」「配達す
るバイアル数」を示したPDFファイルを市から一斉にメール送信します。

3. メールを受信した医療機関は、予約システムから自院の予約者数を確認してく
ださい。クローズ予約を実施している医療機関は、予約システムに予約者が反
映されているかも併せて確認してください。

1. 予約システムに予約者が反映されていない場合は、「予約者管理・報告書」
に差異分のみが分かるよう明記しFAXにて報告してください。
1. 報告期限については、毎回PDFファイルに明記します。

4. 配達日の前日に予約システム内の予約数を再集計し、予約数に応じたワクチ
ンバイアル数を配達します。



予約者数の確認方法
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予約者数（氏名）の確認方法
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予約者管理・報告書 使用例
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１．接種日の10日前まで
①クローズ予約（自院の通院者を優先的に接種）の予約者を報告
②高齢者等施設等入所者・従事者への接種 （※人数のみの報告でOK）

➡予約システムへ反映
➡ワクチン配分の基礎データ

２．ワクチンバイアル配達予定数量メールの受信後
①報告が漏れていたクローズ予約の予約者を報告

３．ワクチン接種日当日 （※高齢者等施設を除く）
①接種予約をしていない者への接種報告

例1）接種当日にキャンセルとなった予約者のワクチンを予約していない者へ
接種した場合。

例2）ワクチンのロスが見込まれる分を予約していない者へ接種した場合。



祝日と配達日
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説明内容
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1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録



VRS（ワクチン接種記録システム）

34

※資料抜粋



VRS（ワクチン接種記録システム）

35

※資料抜粋



VRS（ワクチン接種記録システム）

36

※資料抜粋



VRS（ワクチン接種記録システム）

37

※資料抜粋



VRS（ワクチン接種記録システム）

38

※資料抜粋



説明内容

39

1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録



週間業務実績報告書

40

報告内容
①接種実施数
②予診のみ数
③基本型医療機関から受け取ったバイアル数

報告期限：毎週月曜日 正午



説明内容

41

1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録



予診票の取扱い

42

福島市予診票（３枚複写式）

①請求用（接種ｼｰﾙ・ロット№）

②被接種者控え（ロット№）

③医療機関控え（ロット№）

他市予診票（単票・2枚複写式）

接種ｼｰﾙ・ロット№を貼り付け、

コピーして３枚にしてください。

接種ｼｰﾙ

ﾛｯﾄ№

ﾛｯﾄ№



説明内容
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1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録



接種費用請求フロー

44

医療機関
株式会社

福島県中央計算センター
（FCC）

予約者（市民等）

①
医
療
機
関
へ

②
ワ
ク
チ
ン
接
種

福島市

④
予
診
票
転
送

⑤
一
括
請
求

請求委任契約

返戻等

接種台帳
登録



請求関連様式
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医療機関の請求事務

46

１．請求事務の委任契約（初回のみ）
① 株式会社福島県中央計算センター（FCC）と新型コロナワクチン接種に係わる接種
費用請求事務に関する委任契約を締結していただきます。

２．予診票（福島市に住民登録がある接種者分）を福島市へ提出（※郵送可）
① 月末〆、翌月10日までに福島市（保健福祉センター３階 保健予防課）へ
② 予診票送達連絡票に予診票総枚数を記入
③ 福島市以外に住民登録がある接種者分は国保連へ請求（※飯舘村分は別取扱い）

３．接種費用振込確認
① 送達された予診票をFCCが確認後、予診票枚数に応じた接種費用の請求書を

FCCが作成（請求事務委任）。
② FCCから福島市へ請求書が提出され、委任状に記載のある指定口座に福島市か
ら接種費用を振込みます。

③ 予診票を接種データ化してからの支払いとなるため、送達日から接種費用の振
込までに約２ヶ月程度を見込んでいます



請求事務の委任契約（初回のみ）
① 株式会社福島県中央計算センター（FCC）と新型コロナワ

クチン接種に係わる接種費用請求事務に関する委任契
約を締結していただきます。

請求委任契約

47

市役所 FCC

①



※FCCが記入・押印後、各医療機関へ委任状１通を返送し、委任契約締結
となります。

請求委任契約

48

市役所 FCC

②

福島市○○○

○○クリニック

３ ４ ○

㊞

㊞
委任状（請求事務）２枚に①～④を記入・押印。
接種初月の接種費用請求時に福島市へ提出。
①日付
②委任者住所・氏名
③代表者印
④割印



接種費用請求

49

市役所 FCC

１．予診票提出

予診票送達連絡票に予診票を添えて福島市へ提出
① 月末〆、翌月10日までに福島市（保健福祉セン
ター３階 保健予防課）へ提出（※郵送可）

② 予診票送達連絡票へ記入

③ 福島市以外に住民登録がある接種者分は国保
連へ請求

３ ５ ○

○○クリニック
５５５－００００
○○ ○○

３ ４

○○
○○
○

※福島市でお預かりした予診票一式は、福島市からFCCへ送達します



接種費用請求

50

市役所 FCC

２．接種費用振込

接種費用振込確認
① 送達された予診票をFCCが確認後、予診票枚数に応じ

た接種費用の請求書をFCCが作成（請求事務委任）。
② FCCから福島市へ請求書が提出され、委任状に記載の

ある指定口座に福島市から接種費用を振込みます。

③ 予診票を接種データ化してからの支払いとなるため、送
達日から接種費用の振込までに約２ヶ月程度を見込ん
でいます

３ ７ ○

960-0000
株式会社福島県中央計算センター
代表取締役 ○○○○
５５５－００００

￥○○○○○○

コロナワクチン接種費用
○○クリニック 他○○件

￥○○○○○○

￥○○○○○○

接種費用接種費用接種費用接種費用接種費用

接種台帳
登録



接種費用請求（飯舘村分）

51

市役所 飯舘村

１．予診票提出

V-SYSから出力の請求書に予診票を添えて福島市へ提出
① 月末〆、翌月10日までに福島市（保健福祉センタ
ー３階 保健予防課）へ提出（※郵送可）

※福島市分とは別封筒に入れてください。

※福島市でお預かりした予診票一式は、福島市から飯舘村へ送達します。



飯舘村

接種費用請求（飯舘村分）

52

２．接種費用振込

接種費用振込確認
① 飯舘村から各医療機関へ適宜振込まれます。

接種費用接種費用接種費用接種費用接種費用



説明内容

53

1.予約システム ・ Ｖ－ＳＹＳ ・ ＶＲＳ
2.予約システム
3.予約システムへの予約枠登録
4.予約方法
5.ワクチンバイアルの配分・配達
6.クローズ予約
7.配達予定のワクチンバイアル数と予約の確認方法
8. VRS
9.業務実績報告
10.予診票の取扱い
11.接種費用請求
12.メールアドレス登録



メールアドレス登録のお願い

メールアドレスの使用例
1. ワクチンバイアル配達予定数量の定期連絡
2. 予約枠に関する連絡
3. ワクチン接種に係わる連絡・様式送付 など

１医療機関あたり複数名のメルアド登録も可能です。
※複数名の登録をお願いします。

スマホからの登録も可能です。
※リアルタイムに確認できるメルアドの登録もお願いします。

左のQRコードを読み取っていただき、
件名に「管理№ 病院名 氏名」を必ず入力して

メールを送信してください。
送信先：vaccine@mail.city.fukushima.fukushima.jp

※質問はメールにて受け付けます。

mailto:vaccine@mail.city.fukushima.fukushima.jp


福島市新型コロナウイルスワクチン接種 医療機関事務説明会

次 第

１ 開会

２ あいさつ

３ 説明
1. ワクチン接種事業概要について
2. 予約から実績までのシステムに関する流れについて
3. ワクチンの配送について
4. 予診票の取扱について
5. 接種費用請求について
6. 予診から間違い接種防止までについて
7. ワクチンの供給と取り扱いについて
8. 「巡回診療（健診）の実施計画書」の届出について

４ その他
1. 医療従事者へのワクチン接種について



■予診から間違い接種防止まで（Ｐ６～２２）

１ 予診

２ 接種

３ 経過観察

４ 副反応への対応

５ 健康被害救済制度

６ 間違い接種



１ 予診 

接種実施医療機関等及び接種施設において、問診、検温及び診察を接種前に行い、予防接種を受け

ることが適当でない者又は予防接種の判断を行うに際して注意を要する者に該当するか否か確認し

ます。 

（１）予診を行う際の注意点 

①接種対象者が接種医の名前を確認できるようにすること 

②接種を受けることが不適当な者の発見を確実に行うため、予防接種を受けることが適当でない状

態等の注意事項を掲示または印刷物を配付し接種対象者の健康状態、既往症等の申し出をさせる

等の対応をします。 

③予防接種の有効性・安全性、本予防接種後の通常起こりうる副反応及びまれに生じる重い副反応

並びに予防接種健康被害救済制度について、接種対象者が理解できるよう適切な説明を行い、同

意を得た場合に限り接種を行うものとします。 

④妊娠中もしくは妊娠している可能性がある場合には、有益性が危険を上回ると判断される場合に

のみ接種します。 

 

詳細は「予診の確認のポイント Ver1.0」をご覧ください。 
予診票の確認のポイント
⇒本冊子Ｐ１５参照

Ｐ６



Ｐ６

請求事務処理のため、4隅の■
には文字がかからないように

かかりつけ医に未確認の場合、
予診医が問診により判断も可能

予診医の自署の場合、押印不要
ゴム印等の場合押印必要

接種時刻を記入。救急対応の際に必要な情報

同時接種は不可
他のワクチンとの接種は13日以
上間隔をおく

ワクチン名・ロット番号シールは、
3枚すべてに貼り付ける



ワクチン名・ロット番号シール（大サイズ）
は接種券にある接種済証へ貼り付ける

Ｐ７



（２）接種不適当者 

  予診の結果、異常が認められ、予防接種を受けることが適当でない者又はそれに該当する疑いの

ある者と判断される者に対しては、当日は接種を行わず、必要がある時は精密検査を受けるよう指

示します。 

また、予防接種の判断を行うに際して注意を要する者については、被接種者の健康状態及び体質

を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づく同意を確実に得ます。 

 

①接種不適当者 

・新型コロナウイルス感染症に係る他の予防接種を受けたことのある者で新型コロナウイルス感

染症に係る予防接種を行う必要がないと認められる者 

・明らかな発熱（通常 37.5℃以上の発熱）を呈している者 

・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈した

ことがあることが明らかな者 

・上記に該当する者の他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

Ｐ７



②接種注意者 

注意を要する以下の者については、被接種者の健康状態及び体質を勘案し、慎重に予防接種

の適否を判断するとともに、説明に基づく同意を確実に得ます。 

  また、接種を行うことができるか否か疑義がある場合は、慎重な判断を行うため、予防接種

に関する相談に応じ、専門性の高い医療機関を紹介する等の対応をとることとします。なお、

基礎疾患を有する者等については、接種の延期も含め、特に慎重に予防接種の適否を判断する

必要があります。 

・心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者 

・予防接種で接種後 2 日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を

呈したことがある者 

・過去にけいれんの既往がある者 

・過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 

・接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者 

・バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテックス）が含まれている製剤を使用する際の、ラテッ

クス過敏症のある者 

専門性の高い医療機関
については、
現在、県で調整中です

「予診票の確認のポイント」
⇒本冊子Ｐ１５

過去に何らかの医薬品や食品
等で重いアレルギー症状を起こ
した方は、慎重に判断し、接種
後３０分の経過観察を

Ｐ７



１ 接種    

   ファイザー社製ワクチンは通常、筋肉内接種（三角筋）となります。静脈内、皮内、皮下への接

種は行いません。 

   被接種者が座位又は仰臥位の状態で接種を行います。 

   被接種者に対して、次に掲げる事項を伝えてください。 

   ・接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けるよう注意し、または注意さ

せること。 

    

   参 考 

   筋肉内注射については、次の動画を参考にしてください。 

①日本プライマリ・ケア連合学会作成動画 

 「新型コロナワクチン より安全な新しい筋注の方法」 ➡ 新しい接種部位 

  2021 年 3 月改訂（通常版 14 分程度 / ダイジェスト版 7 分程度）  

  日本プライマリ・ケア連合学会 > 新型コロナウイルス感染症 > 動画ライブラリ 

    ②厚生労働省作成動画 

    「医療従事者のための新型コロナウイルスワクチンを安全に接種するための注意とポイント」    

                    2021 年 4 月 2 日作成（14 分程度） 

     厚生労働省ホームページ > 新型コロナワクチンについて > 医療機関向けのおしらせ  

> 接種の進め方① 

三角筋への筋注手技について
「奈良県立医科大学臨床研究センター 筋肉注射手技マニュアル Ｖｌ．６」

⇒資料集Ｐ４１

Ｐ８
２

次の内容を伝えてください。



 

１ 経過観察 

   接種後にアナフィラキシーを呈することがあるため、接種後少なくとも 15 分間は被接種者の状

態を観察します。 

   過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を引き起こしたことがある者については、接

種後 30 分程度、状態の観察をします。 

   接種後に血管迷走神経反射として失神があらわれることがあるため、過去に採血等で気分が悪く

なる又は失神等を起こしたことがある者については、接種後 30 分程度、体重を預けられるような

場所で座らせるなどした上で、なるべく立ち上がらないように指導し、被接種者の状態を観察しま

す。なお、予診の結果等から血管迷走神経反射による失神が生じる可能性が高いと考えられる者に

ついては、ベット等に横たわらせて接種するといった予防策も考えられます。 

Ｐ８
３

「新型コロナワクチンを受けた後の注意点」
接種時に全員へ配付してください。

チラシ⇒「福島市新型コロナウイルスワクチン接種の実施について」
Ｐ２４参照



４ 副反応への対応

副反応の救急搬送（別紙 搬送受入れ医療機関カレンダー） 

         ※接種後すぐに起きる副反応で救急搬送が必要になった場合のみ対応 

    9 時から 17 時の時間帯の受け入れ医療機関は次のとおりです。 

    夜間、土曜日午後、日曜休日は救急輪番病院（内科）にて対応します。 

月 火 水 木 金 土

第１週 福島赤十字病院 大原綜合病院 福島赤十字病院 大原綜合病院
ａｍ　福島赤十字病院
ｐｍ　救急輪番（内科）

第２週 福島赤十字病院 大原綜合病院 福島赤十字病院 大原綜合病院
ａｍ　大原綜合病院
ｐｍ　救急輪番（内科）

第３週 福島赤十字病院 大原綜合病院 福島赤十字病院 大原綜合病院
ａｍ　福島赤十字病院
ｐｍ　救急輪番（内科）

第４週 福島赤十字病院 大原綜合病院 福島赤十字病院 大原綜合病院
ａｍ　大原綜合病院
ｐｍ　救急輪番（内科）

第５週 福島赤十字病院 大原綜合病院 福島赤十字病院 大原綜合病院
ａｍ　福島赤十字病院
ｐｍ　救急輪番（内科）

4月23日以降
大原綜合病院

福島赤十字病院
1週おきに対応

 〈お願い〉 

  ・接種時刻がわかるように予診票の接種量記載欄の下部（枠外）に時刻ご記入ください。 

・接種者の予診票、保険証、お薬手帳、あれば病歴の記録を準備してください。 

・救急車を要請する際には、「コロナワクチンを接種した」ことを伝えてください。 

・医療機関の受け入れ状況に応じて、上記の病院以外に搬送することもあります。 

Ｐ８～９



副反応を疑う症例への対応 

①接種後の経過観察で副反応が確認されず、その後に発熱、接種部位の腫れ等の症状が発生し

た場合は身近な医療機関であるかかりつけ医を受診するよう案内します。 

  福島県副反応コールセンターの利用も可能です。 

 

福島県副反応コールセンター 

     《医療機関・市町村対象》 ０１２０－１９１－５６７（午前 9 時～20 時 毎日） 

     《一 般 対 象》 ０１２０－３３６－５６７（午前 9 時～20 時 毎日） 

 

②医療機関は、専門的な対応が必要であると判断された場合に、専門的な医療機関を紹介しま

す。（副反応専門医療機関は現在、県で調整中） 

 

③被接種者は、接種局所の異常反応や体調の変化を感じ、医師の診察を受けたときは、速やか

に被接種者の住民票のある市町村に連絡するよう伝えてください。 

福島市の場合は福島市コロナワクチン予約・相談センター（TEL 573-1181） 

Ｐ９
（２）

「福島県副反応コールセンターチラシ」
（水色Ａ５両面）

接種時に全員へ配付してください

チラシ⇒「福島市新型コロナウイルスワクチン接種の実施について」
Ｐ２３参照



副反応報告について  

「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱について」（平成 25 年３月 30 日健発

0330 第３号、薬食発 0330 第１号厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知）を参照くだ

さい。 

接種後に規定された症状を診断した場合には、速やかに（独）医薬品医療機器総合機構（PMDN）

へ FAX にて報告します。報告は予防接種を行った医師等以外の医師等も行います。 

併せて、福島市保健所新型コロナワクチン接種対策チーム（TEL 597-6203）へ電話にて

報告をしてください。 

 

報告先：（独）医薬品医療機器総合機構（PMDA）新型コロナワクチン専用 

FAX 0120-011-126 

様 式：予防接種後副反応疑い報告書 紙面に記入もしくは報告書入力用アプリにて作成 

     急性散在性脳脊髄炎（ADEM）又はギラン・バレ症候群（GNS）と疑われる場合は、 

それぞれの調査票を作成し報告。（冊子「福島市新型コロナウイルスワクチン接種の実

施について」参照） 

 

ダウンロード先 

厚生労働省ホームページ  

検索「新型コロナワクチンの副反応疑い報告のお願い」 

    医師等の皆さまへ～新型コロナワクチン副反応疑い報告のお願い～ 

報告の方法 

様式⇒「福島市新型コロナウイルスワクチン接種の実施について」Ｐ２５参照

Ｐ９～１３
（３）



健康被害救済制度について 

  新型コロナワクチン接種で健康被害が生じた場合も、予防接種法における健康被害救済制度が

適応されます。制度利用には一定の条件があります。 

被接種者からの市町村に請求手続きをする必要があります。 

  

報告先：健康被害の発生が疑われる際には、医療機関より被接種者の住民票がある市町村へ連 

絡をしてください。 

福島市の場合は福島市保健所新型コロナワクチン接種対策チーム 

（TEL 597-6203）   

健康被害を受けられたご本人やその親族が請求手続きを行います。 

申請様式：医療費・医療手当請求書 

 

ダウンロード先 

厚生労働省ホームページ  

検索「予防接種健康被害救済制度」 請求書様式 

様式⇒「福島市新型コロナウイルスワクチン接種の実施について」Ｐ２９参照

Ｐ１３
５



新型コロナワクチン専用
様式「医療費 医療手当申請症例概要」

アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応に係る医療費・医療手当の請求については、専用の様式を
医師が記載することで、診療録に代えることとし診療録の提出を求めない。

対象疾病について請求を行う場合は、予防接種健康被害調査委員会による助言等を経ることなく、厚生
労働省に進達可能。

様式⇒「福島市新型コロナウイルスワクチン接種の実施について」
Ｐ２８参照

以下の条件を満たす際に使用
・接種後4時間以内に発症したアナフィラキシー
等の即時型アレルギー反応
・接種日を含め7日以内に治癒・終診

・症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種
以外の原因によると記載医が判断した場合は含まない



間違い接種 

   間違い接種によって有効なレベルまで免疫が上がらず、健康被害が生じるおそれがあること

に加え、医療機関は責任を問われ、社会的信頼を失うことも考えられます。 

接種医は間違いの発生防止に努めるとともに、間違いの発生を迅速に把握できる体制をとっ

てください。間違い接種を把握した場合は、速やかに報告をしてください。 

 

（１）間違い接種時の対応 

  ①報告すべき状況 

・誤った用法用量でワクチンを接種 

・有効期限の切れたワクチンを接種 

・血液感染を起こしうる場合 

・接種間隔の誤り  など 

 

②報告先と報告内容 

   報告先：被接種者の住民票のある市町村 

福島市の場合は 

福島市保健所新型コロナワクチン接種対策チーム（TEL 597-6203） 

  

   報告内容：速やかに以下の内容を任意の様式に記載し提出してください。 

        ・予防接種を実施した機関 

・ワクチンの種類、メーカー、ロット番号 

・予防接種を実施した年月日（間違い発生日） 

・間違いに係る被接種者数 

・間違いの概要と原因 

・健康被害発生の有無（健康被害が発生した場合はその内容） 

 

（２）間違い接種防止 

   「間違い接種防止チェックリスト」（資料集参照）を活用し、医師、看護師及び事務従事者

が分担し、ダブルチェックを行ってください。 

「間違い接種防止チェックリスト」⇒
資料集Ｐ４３参照

Ｐ１４
６



福島市新型コロナウイルスワクチン接種 医療機関事務説明会

次 第

１ 開会

２ あいさつ

３ 説明
1. ワクチン接種事業概要について
2. 予約から実績までのシステムに関する流れについて
3. ワクチンの配送について
4. 予診票の取扱について
5. 接種費用請求について
6. 予診から間違い接種防止までについて
7. ワクチンの供給と取り扱いについて
8. 「巡回診療（健診）の実施計画書」の届出について

４ その他
1. 医療従事者へのワクチン接種について



ワクチンの
供給と取り扱いについて
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ワクチン供給の流れ

【保健所から医療機関に届くまで】

・保健所では、配送当日にディープフリーザ―から配送直前にワクチンを取り出し保

冷バックに入れ配送します。

・保冷バックは2～8℃を保っている状態で配送します（冷蔵庫での解凍と同じ条件に

なります）。

・届きましたら、すぐにワクチンをバイアルホルダー箱ごと冷蔵庫に入れて保管して
下さい。

・届いた時にまだワクチンが凍結していることもありますが、その場合もすぐに冷蔵

庫（2～8℃）に入れ保管し、ゆっくりと（約3時間）解凍するようにして下さい。

・冷蔵庫で解凍した状態になるためワクチンの使用（希釈）期限はディープフリーザ

―から取り出した後5日以内になります。（取り出し時間は『情報提供シート』（図

5）で確認してください。）希釈後は6時間以内に接種して下さい。



配送から希釈・分注まで

国

ＤＦ

冷蔵庫

希釈・分注
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※室温解凍（冷蔵庫（2～8℃）以外）した場合

・緊急にワクチンを使用する時や保冷バックの温度が冷蔵（2～8℃）を
保てなかったときなどは、室温解凍（約30分）して使用する場合があり
ます。この場合ワクチンの使用（希釈）期限は2時間以内になります。希
釈後は6時間以内に接種して下さい。



（図 1） 75



【医療機関でのワクチン管理について】
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ワクチンを保管できる冷蔵庫（2～8℃の温度を保てる物）がある事を確認

してください。保管する場合は、他の物品と区別できるように保管して下
さい。

1. 配送後から接種当日まで

※ワクチンは接種予定の前日までに配送されま
す。



（1） 配送される物品 

（図 2） 
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接種券と予診票に貼るシール
（ワクチンのロット番号記載）

79



（2） 医療機関での手順 
※配送物品がお手元に届きましたら、保冷バックの中に同梱されている『～保冷バックが届い

たら～』（図 3）の手順に従い物品の確認、冷蔵庫へバイアルの保管をしてください 

（図 3） 
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（3） 確認すること 

・中の物品については、『配送物品確認表』（図 4）にて個数の確認をお願いします。 

・ワクチンについては『情報提供シート』（図 5）にてワクチンの個数の確認をお願いします。 

（図5）（図4）
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【巡回接種を行う場合】 

自院から別施設にワクチンを運び接種する場合についてです。 

 

 医療法上の巡回診療（健診）に該当する場合は、その地区を所管する保健所に「巡回診療

（健診）実施計画書」の届出（事前又は事後）が必要になります。施設等に伺うなど、ある

一定の場所に人を集めてワクチン接種を行う場合等に該当します。 
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（1） 医療機関での流れ

・ワクチンは接種日程により“巡回接種で使用するもの”と“自院で接種するもの”が同
じ保冷バックで配送される場合があります。各接種場所ごとにバイアルホルダー箱は
分けて保冷バックに入れますので冷蔵庫内で分かるように管理してください。

・巡回接種会場へのワクチン移送は保冷バックに保冷剤を入れ冷温で移送します。
保冷材は前日から凍らせて下さい。移送当日は、ワクチンの再凍結を防ぐため保冷材
を３０分前に室温に置き保冷材の表面を少し溶かしてください（急ぎの場合は流水で
溶かす）その後、保冷バックに保冷剤を３０分間入れてバック内温度を安定させてから
（2～8℃）ワクチンを入れて下さい。
・巡回接種移送に使用する保冷バックは、福島市保健所で配送時使用しているものを
ご使用になることをお勧めします。
・冷蔵庫から取り出して2時間以内に希釈できる場合は、常温（2～30℃）の移送も可
能です。希釈後は、6時間以内に接種して下さい。
・一度冷蔵庫から取り出し移送したワクチンは移送先で使い切ってください。残が
あったとしても廃棄して下さい。（品質の担保が出来ないためです。）



（2） 配送当日に行うこと 

・物品の確認、冷蔵庫へバイアルの保管は自院での接種時と同様 『～保冷バックが届いたら～』

（図 3） 『配送物品確認表』（図 4） 『情報提供シート』（図 5） により行ってください。 
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図 6 図 7 

（３）接種当日に行うこと
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図 8 図 9 
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2. 接種当日のワクチンの取扱い 
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保存料を含まない。

白色の微粒子を含んだ液体。（白濁
した液体）
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● 日局生理食塩液１．８ｍｌにて希釈
● １回0.3ｍｌ筋肉注射
● ３週間の間隔で合計２回接種

※１回目の接種から３週間を超えた場合には、で
きるだけ速やかに２回目の接種を実施すること。

用法・用量

90



（1）希釈
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① 希釈時の注意点

・室温に戻してから希釈する。
・バイアルの衛生面について担保する。
・生理食塩水20ｍｌは1バイアルに対し1本の使用。
残液は廃棄する。
・希釈後に変色や微粒子が認められる場合には
使用しない。



（2）分注
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① 分注時の注意

・室内照明によるばく露を最小限に抑
える。
・直射日光・紫外線を当てない。
・2∼30℃で保管する。
・希釈後6時間以内に使い切る。
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➁ 接種前の確認

・シリンジに0.3ｍｌ入っているか。
・薬剤に微粒子がないか。
・変色がないか。
・針が曲がっていないか。
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