
新型コロナワクチン接種
について
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新型コロナウイルス感染症対策室

令和3年5月20日時点



１．新型コロナウイルスワクチン接種の概要

２．接種開始までの手続き

３．接種の進め方
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１．新型コロナウイルスワクチン接種の概要

１－１ 予防接種法上の新型コロナワクチン

１－２ 四日市市の接種体制
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１－１ 予防接種法上の新型コロナワクチン

●対象者
‣四日市市内に在住の16歳以上の人（接種日時点）

●接種回数と接種間隔
‣18日以上の間隔をおいて、標準的には20日の間隔をおいて２回接種
‣１回目の接種から間隔が20日を超えた場合は、できるだけ速やかに

２回目の接種を実施
‣前後に他の予防接種を⾏う場合は、原則として13日以上の間隔をおく
‣他の予防接種との同時接種は⾏わない

●接種方法
‣1.8ミリリットルの⽣理⾷塩液で希釈し、筋⾁内に注射する
‣毎回0.3ミリリットルを接種
‣通常、三角筋に筋⾁内注射。静脈内、⽪内、⽪下への接種は⾏わない
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１－２ 四日市市の接種体制

●接種順位とスケジュール

令和３年

３月 ４月 ５月 ６月 ・・・・

接
種
順
位
と
接
種
時
期

医療従事者

高齢者

高齢者施設入所者・従事者、在宅療養者

基礎疾患患者等への接種
‣高齢者施設従事者
‣基礎疾患のある方
‣その他高齢者 を優先

集団接種
5月27日から

一部施設
4月12日から

それ以外
5月24日から

その他の人（16歳以上）への接種

【接種券発送スケジュール】

75歳以上 5月6日
65~74歳 5月27日から順次

65歳未満のスケジュールは未定です
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個別接種
6月14日から



１－２ 四日市市の接種体制

●集団接種
‣市内１０会場＋小・中学校９会場の接種会場に
おける集団接種

●個別接種
‣クリニックや病院等での個別接種

※各医療機関にて予約の受付をお願いします

●巡回接種
‣⾼齢者施設や在宅療養者への巡回接種
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１－２ 四日市市の接種体制

●集団接種
‣市内１０会場＋小・中学校９会場の接種会場における集団接種

富洲原小学校 常磐小学校 笹川中学校

川島小学校 桜小学校 三重北小学校

八郷小学校 海蔵小学校 楠小学校

各校 体育館
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１－２ 四日市市の接種体制

●個別接種
‣各医療機関で予防接種を実施いただきます。

‣ワクチンは、市から各医療機関に配送します。

‣予約をお取りの際には集団接種の予約がないことを
ご確認ください。
※⼆重の予約にならないよう、ご協⼒ください。

お問い合わせ番号（接種券番号）を聞きとりいただけると、
詳細な確認が可能です。

事前に接種医療機関としての登録が必要です。
登録方法の詳細は後述の
「２．接種開始までの手続き」をご参照ください。
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１－２ 四日市市の接種体制

●巡回接種
‣⾼齢者施設や在宅療養者宅にて予防接種を

実施いただきます。

‣ワクチンは、市から各医療機関に配送します。
各医療機関から施設および在宅療養者宅へワクチン
を配送いただき、接種を⾏ってください。

事前に接種医療機関としての登録が必要です
登録方法の詳細は後述の

「 ２．接種開始までの手続き」をご参照ください。
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２．接種開始までの手続き

２－１ 集合契約への参加（委任状の提出）

Ｖ－ＳＹＳへの初期登録

２－２ 接種のながれ

２－３ 事前準備物品等
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２．接種開始までの手続き

●接種実施医療機関になるために

事前準備が必要です。（すでにご登録済であれば再度の手続きは不要です）

集合契約への参加

Ｖ－ＳＹＳ※へのログインと初期登録

※Ｖ－ＳＹＳ（ブイシス）︓国のシステム（ワクチン接種円滑化シ
ステム）のことで、ワクチンの配送や請求にかかる接種実績等の情
報を連携するためのシステム
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厚労省医療機関向け
説明会資料⼀部改変
（R3.2.20）
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２－１．集合契約への参加とＶ－ＳＹＳへの初期登録

●接種を⾏う全ての医療機関は、「集合契約」への参加が
必要です。
インターネット環境がない場合、メールアドレスがない場合は、
四日市市新型コロナウイルス感染症対策室までご連絡ください。

●接種にご協⼒いただく医療機関で、委任状が未提出の
場合は、速やかにご提出をお願いします。

※委任状の提出先
医師会に加入している医療機関 → 四日市医師会に提出
医師会に加入していない医療機関 → 三重県 四日市市 を提出先に選択し

四日市市
新型コロナウイルス感染症対策室に提出

※すでに委任状を提出している場合は、再度委任状を提出する必要はありません。
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２－１．集合契約への参加とＶ－ＳＹＳへの初期登録
①委任状の発⾏はウェブサイトで⾏う。
②医療機関コード、契約代表者の情報（役職、⽒名）、担当者情報（担当者名、役職、電話番号、メール
アドレス）、委任状、取り扱うワクチンの製造会社を入⼒すると、ＰＤＦが出⼒される。
③ＰＤＦを印刷して、押印したうえで委任先（四日市医師会または四日市市新型コロナウイルス感染症対
策室）に郵送する。

①ワクチン接種契約受付システムのＵＲＬを入⼒する。
https://cont-mhlw.force.com/mhlw/vs_ininJyoTouroku

②入⼒フォームに、医療機関コード、契約代表者の
情報（役職、⽒名）、担当者情報（担当者名、役職、
電話番号、メールアドレス）、委任先、取り扱う
ワクチンの製造会社（当初はファイザー）を入⼒する。

③ＰＤＦで出⼒される委任状を印刷して、押印のうえ
委任先に郵送する。

④委任先が承認すると、 salesforceのメールアドレス
（名前は所属団体の個人名）から登録したメールアドレ
スに受領メールが届く。
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厚労省医療機関向け
説明会資料⼀部改変
（R3.2.20）

※下記のメールが送付されます
【送付元アドレス】support@jp.salesforce.com

【件名】Salesforce パスワードのリセットを完了
してください
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厚労省医療機関向け
説明会資料⼀部改変
（R3.2.20）
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厚労省医療機関向け
説明会資料⼀部改変
（R3.2.20）
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厚労省医療機関向け
説明会資料⼀部改変
（R3.2.20）
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厚労省医療機関向け
のお知らせページよ
り
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厚労省医療機関向け
のお知らせページよ
り
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厚労省医療機関向け
のお知らせページよ
り
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厚労省医療機関向け
説明会資料⼀部改変
（R3.2.20）
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２－２．接種のながれ

●市が用意する基本型接種施設（市役所）において、
ディープフリーザーにて超低温（-90℃〜-60℃）でワクチンを管理

●上記の基本型施設から、サテライト型接種施設（各医療機関）へ
ワクチンを配送

●原則、配送は冷凍で⾏います
（ただし、保冷バックの在庫状況により、冷蔵となる場合があります）

※段階的に全数を冷凍による配送に移⾏する予定
配送後の保管温度によりワクチンの保存期限が異なります
なお、保存期限はディープフリーザーから取り出した日から起算
配送後の保管方法 配送方法 保存期限

超低温(-90℃〜-60℃)
冷凍(-25℃〜-15℃)

（冷蔵(2℃〜8℃)）

有効期限内※
冷凍(-25℃〜-15℃) １４日
冷蔵(2℃〜8℃) ５日

※庫内の温度が上昇し、保管適正温度を超えないようにご注意ください
※１回に限り、再度-90℃〜-60℃で保存することで有効期限まで保存が可能 22



２－２．接種のながれ

●サテライト型接種施設（各医療機関）においてご留意いただきたいこと
‣ワクチンの配送後、速やかに冷蔵庫・冷凍庫へ移して

保管してください。

‣市の基本型施設でワクチンをディープフリーザから取り出してから
保存期限内に接種を完了してください。

配送後の保管方法 保存期限※
超低温(-90℃〜-60℃) 有効期限内
冷凍(-25℃〜-15℃) １４日
冷蔵(2℃〜8℃) ５日

※ディープフリーザーから取り出してからの期間
※取り出し日に配送するため、配送日を含みます

‣所定の温度が保たれていることを、温度計によって確認できる
ことが必要です（冷蔵庫・冷凍庫に温度計を設置するなど）
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２－２．接種のながれ

●ワクチンと一緒に配送されるもの
（国から提供されるもの等）

‣ワクチン付属⽂書（添付資料・ロット番号シール 等）

‣ワクチン希釈用⽣理⾷塩⽔

‣希釈用シリンジ・注射針

‣接種用シリンジ・注射針

‣情報提供シート
（基本型施設（市）とサテライト型施設（各医療機関）間の情報連携に必要）
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２－２．接種のながれ

●情報提供シート
‣基本型接種施設(市役所)からサテライト型接種施設(各医療機関)へワクチンを

配送する際に、情報提供シート(様式7-1)を用いて有効期限等の管理を⾏います。

・サテライト型接種施設名
・受け渡し日時
・ディープフリーザーから取り出した

時刻
・バイアル数
・ロット番号

基本型接種施設

市が記載し、
サテライト型接種
施設に情報提供す
る。

サテライト型接種施設

市から提供された
情報提供シートに
必要事項を記入し、
保存する。

・保管期限（保存方法による）
・使用日、使用本数、残り本数を記入し

履歴の管理をお願いします。
・Ｖ－ＳＹＳへ情報提供シートの内容を
入⼒します。
・本シートは３年間保存します。
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２－２．接種のながれ
●個別接種
‣原則、希望調査書に基づき、「基本配送量」と「配送スケジュール」を

決定し、週2回、曜日を固定して配送を⾏います
‣配送量につきましては、配送日の７日前までに「新型コロナワクチン配

送変更依頼票」をメールまたはＦＡＸでご提出いただくことで、随時変
更できます

１回目の接種後、標準的に20日の間隔をおいて（３週間後の同じ曜日）
２回目の接種が必要です

接種予定日の7日前まで

メール:
ycvsys@city.yokkaichi.mie.jp

FAX:

059-327-5905

サテライト型
接種施設 基本型接種施設（市）
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２－２．接種のながれ

●巡回接種
‣接種予定日の１４日前までにメールまたはＦＡＸで接種計画書を

市へご提出ください。（⾼齢者施設︓様式１ 在宅療養者︓様式2）
⇒接種計画にあわせてワクチンの配送をおこないます。

※個別接種の配送に上乗せして配送します。

１回目の接種後、標準的に20日の間隔をおいて（３週間後の同じ曜日）
２回目の接種が必要です。
⇒２回目の接種日を⾒越して計画をお願いします。

接種予定日の14日前まで

メール:
ycvsys@city.yokkaichi.mie.jp

FAX:

059-327-5905

サテライト型
接種施設 基本型接種施設（市）
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２－２．接種のながれ
●接種計画書の提出
＜お願い＞
‣ファイザー社製のワクチンは希釈後６時間以内に接種をお願いします
‣接種予定は６の倍数でご計画ください

⇒原則、１バイアルあたり６回接種が可能な針・シリンジとともに
ワクチンを配送します（1セットごとに包装させていただきます）

ワクチンの廃棄量を減らすため、有効活⽤にご協⼒ください

‣個別接種の希望調査書につきましては、5/25までにご提出ください
‣配送業者が、希望調査結果に基づき、時間内での配送が可能なより最適な

ルート設定を⾏います
‣原則、ルート、ドライバーは固定となりますが、交通状況や配送が

不要な医療機関が⽣じた場合等は、時間が前後する場合がありますので
ご容赦ください

‣ドライバーより各医療機関向けに到着前に⼀報を入れていただく予定です
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２－２．接種のながれ

●ワクチンの配送
‣接種予定日にあわせて配送業者がワクチンを配送します

配送は各医療機関の診療時間内を想定しています

ワクチンの配送は、週１〜２回、曜日を固定して⾏う予定ですが、
巡回接種開始当初（5月中を目途）は、接種計画書にあわせて配
送します
配送日時は決定または変更が分かり次第、随時お知らせします

29

‣ワクチンの受け渡しは原則、バイアルホルダーで⾏います
‣配送業者はワクチンの取扱いができませんのでご理解ご協⼒をよろし

くお願いします
‣配送物品の受取や回収の流れについては、別冊「各医療機関へのワク

チン配送マニュアル（個別接種）」をご参照ください



２－３．事前準備物品等

●事前に準備が必要な物品
‣ワクチンや接種用及び希釈用の針・シリンジ等は提供されます。
‣ワクチンを保存するための冷蔵庫や予診、接種に用いる消毒用

アルコール綿、救急用品については、準備が必要です。
‣巡回接種の際にワクチンを配送する保冷バッグについてもご準備ください。

30※アナフィラキシーへの対応のために「シリンジ入りのエピネフリン」の購入を希望される方は、
医師会へお問合せください。



３．接種の進め方

３－１ ワクチンの特性と取り扱い

３－２ 接種の当日など

３－３ 接種後の手続き
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３－１．ワクチンの特性と取り扱い

ファイザー社 アストラゼネカ社 武田／モデルナ社
接種回数 2回（21日間隔） 2回（28日間隔） 2回（28日間隔）

保管温度

-75℃±15℃︓6か月
-20℃±5℃︓14日
※1回に限り再度-90℃〜-60℃戻して
保管が可能
2℃〜8℃︓5日

2℃〜8℃︓6か月
-20℃±５℃︓6か月
2℃〜8℃︓30日
※6か月の有効期間中
に限る

１バイアルの単位 6回分/バイアル（特殊な針・シリンジ）
5回分/バイアル（一般的な針・シリンジ） 10回分/バイアル 10回分/バイアル

最⼩流通単位
（一度に接種会場に
配送される最⼩単位)

195バイアル
（特殊な針・シリンジを用いる場合は
1,170回接種分、一般的な針・シリンジを
用いる場合は975回接種分）

2バイアル
（20回分接種分）

10バイアル
（100回接種分）

備考

冷蔵庫で解凍する場合は、解凍および希
釈を5日以内に⾏う
室温で解凍する場合は、解凍および希釈
を2時間以内に⾏う
希釈後、室温で6時間

希釈不要
（一度針を刺したもの
以降）
室温で6時間
2℃〜8℃で48時間

希釈不要
（一度針を刺したもの
以降）
2℃〜25℃で6時間
（解凍後の再凍結は不
可）

※アストラゼネカ社、武田／モデルナ社については、薬事承認前であり、すべて予定の情報です。

「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（2.2版）」より 32



３－２．接種の当日など

●接種対象者の確認
‣住⺠票の所在地をご確認ください
※原則、住⺠票所在地で接種を⾏うこととしていますが、⻑期入院・ 入所
している人や、基礎疾患を持つ人が主治医の下で接種する場合 等に
ついては、住⺠票が所在する市町以外で接種が可能です
単身赴任や下宿している学⽣などについても「住所地外接種届出済証」を
お持ちの人は、住⺠票が所在する市町以外で接種が可能です

‣接種当日の持ち物は以下のとおりです
※該当者のみ、「住所地外接種届出済証」を持参します。

接種券 予診票 本人確認書類
（運転免許証、健康保険証等）33



３－２．接種の当日など

●予診
‣接種を⾏う前に、問診・診察を⾏い、予防接種を受けることが

適当でない人または予防接種の判断を⾏うに際して注意を要する人に
該当するか否かをご確認ください
予防接種不適当者及び予防接種要注意者は「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の
予防接種実施要領」第２本予防接種の実施 １基本的事項（４）に記載があります

●接種
‣希釈後６時間以内に接種を⾏ってください

●接種後
‣予診票に、接種券のシールとワクチン名・ロット番号のシールを貼付ください
‣予診票の写し（コピー）を医療機関において保管してください
‣接種後にアナフィラキシーを呈することがあるため、

少なくとも１５分間は接種会場にて被接種者の状態を観察してください
34



３－２．接種の当日など

●希釈（ファイザー）
‣ファイザー社より溶解・希釈の手順について下記リンクに動画資料の提供も

ありますので、併せてご確認ください
https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/#/VaccineTreatmentMethod
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３－２．接種の当日など

●接種⽤針・シリンジへの充填（ファイザー）
‣希釈したバイアルから接種量0.3mLの接種液を接種用のシリンジに

吸引してください。
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３－３．接種後の手続き

●予診票の分類
‣Ｖ－ＳＹＳへの実績入⼒と費用請求のため、予診票を分類します。

●接種者数とワクチン使⽤量等のＶ－ＳＹＳへの⼊⼒
‣分別した予診票に応じて、Ｖ－ＳＹＳへ接種実績を入⼒します。

●予診票の回収

●接種費⽤の請求
‣市が事前に回収した予診票の内容を確認し、請求額をご案内します。

他市町（朝日町・川越町・菰野町を除く）在住の人については
国保連を通じて請求をお願いします。

●副反応疑い報告
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３－３．接種後の手続き

●予診票の分類
‣Ｖ－ＳＹＳへの実績入⼒に向けて
（１）被接種者の住所地 ①四日市市 ②朝日町 ③川越町 ④菰野町 ⑤その他
（２）接種実績 ①接種済み ②予診のみ
（３）対象ワクチン （現在はファイザーのみ）
（４）接種回数 ①１回目 ②2回目
（５）接種グループ 【クーポンなし（接種券付き予診票）】

①医療従事者 ②⾼齢者施設従事者
【クーポンあり（接種券を貼付する予診票）】
③⾼齢者（昭和32年４月２日以前に⽣まれた人）
④基礎疾患保有者 ⑤その他

上記の分類の後、それぞれのグループを合算した数字をＶ－ＳＹＳへ
入⼒してください。

※この際、「四日市地域新型コロナウイルスワクチン予防接種送付書」を併せて
ご記入いただきますようお願いします。
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厚労省医療機関向け
のお知らせページよ
り
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３－３．接種後の手続き

●予診票の回収
国のVRS※（ワクチン接種記録システム）への入⼒手続きを市が⼀括して
⾏うため、予診票の定期的な回収にご協⼒をお願いします
※短期間にすべての国⺠が安全かつ円滑にワクチンを２回接種する必要があり、

⾃治体間の異動や住所地外接種にあたる接種履歴をリアルタイムに近い形で
確認するため、接種記録を管理するシステム

ワクチンの回収に先⽴ち
予診票のコピー又は控えを保管してください

診療録に準ずる取扱いとなりますので、原則、５年間保存をお願いします

予診票 送付書

40



３－３．接種後の手続き

●予診票の回収
週２回のワクチン配送にあわせて、予診票を回収します

（１）四日市市・朝日町・川越町・菰野町に住⺠票がある方
予診票（原本）を回収します。

‣医療機関保管用（コピー）
‣市町提出用（原本） をご用意のうえ、原本をご提出ください。

（２）上記１市３町以外に住⺠票がある方
予診票（コピー）を回収します。

‣医療機関保管用（コピー）
‣市町提出用（コピー）
‣国保連請求用（原本） をご用意のうえ、コピーをご提出ください。

※上記１市３町以外の方の予診票の原本は、国保連の請求まで保管ください

41

「四日市地域コロナウイルスワクチン予防接種送付書」を添えて配送業者に
予診票をお預けください。



３－３．接種後の手続き

●接種費⽤の請求
‣四日市市内に住⺠票が所在する人

請求書は
四日市市 新型コロナウイルス感染症対策室 にご提出ください

‣四日市市外に住⺠票が所在する人
（１）朝日町・川越町・菰野町 に住⺠票が所在する人

⇒ 請求書は各町に直接提出をお願いします。

（２）上記３町以外に住⺠票が所在する人
⇒ 予診票・請求書は三重県国⺠保険団体連合会に

提出をお願いします。
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厚労省医療機関向け
説明会資料⼀部改変
（R3.2.20）

四日市市

四日市市に住⺠票がある人

四日市市内の
医療機関で接種

やむを得ない事情で
四日市市外の医療機関で接種
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３－３．接種後の手続き

●接種費⽤の請求 （四日市市の場合）
‣医療機関は、医療機関が所在する市町村に対して、予診票の原本等を提出するとともに、

国保連に対して、請求先⾃治体ごとに仕分けをした予診票の原本等を提出する。

それぞれの請求先
⾃治体ごとに
仕分けをした請求書類

朝日町分

川越町分

菰野町分

Ａ市分

Ｂ町分

医療機関が所在する
市町村(四日市市)宛の
請求書類

四日市市に
提出

国保連に
提出

朝日町
川越町
菰野町
それぞれに
提出
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厚労省医療機関向け
説明会資料
（R3.2.20）
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厚労省医療機関向け
説明会資料⼀部改変
（R3.2.20）

みえ新型コロナウイルスワクチン接種
ホットライン

☎ 059-224-2825
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