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新型コロナウイルスワクチンの特性

1

ファイザー社 武田／モデルナ社 アストラゼネカ社

許認可日 2021年2月14日（特例承認） 2021年5月21日（特例承認） 2021年5月21日（特例承認）

ワクチンの種類 mRNAワクチン mRNAワクチン ウイルスベクターワクチン

規模 1.94億回分
（9千7百万人×2回接種）

5千万回分
（2千5百万人×2回接種）

1.2億回分
（6千万人×2回接種）

接種対象者 12歳以上（5/31に変更） 18歳以上 18歳以上

接種回数 ２回（3週間隔） ２回（4週間隔） 2回（4～12週※間隔）
※8週以上が望ましい

接種量 毎回0.3ミリリットル 毎回0.5ミリリットル 毎回0.5ミリリットル

保管温度及び保存可
能な期間（バイアル

開封前）

-75℃±15℃で製造日から6か月
-25～-15℃で14日間
2～8℃で１か月間

-20℃±5℃で製造日から6か月
2～8℃で30日間
8～25℃で12時間

2～8℃で製造日から6か月

保管温度及び保存可
能な期間（バイアル

開封後）

（室温で融解後、接種前に生理
食塩水で希釈）
希釈後、室温で６時間

2～25℃で6時間（解凍後の再
凍結は不可）
希釈不要

室温で６時間
2～8℃で48時間
希釈不要

１バイアルの単位 ６回分／バイアル 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
る最小の数量）

195バイアル
（1170回接種分）

10バイアル
（100回接種分）

1バイアル箱（10回接種分）×2
2バイアル箱（20回接種分）

バイアル開封後の保
存条件（温度、保存可

能な期間）

（室温で融解後、接種前に生理
食塩水で希釈）
希釈後、室温で６時間

（一度針をさしたもの以降）2
～25℃で6時間（解凍後の再凍
結は不可）希釈不要

（一度針をさしたもの以降）室
温で６時間
2～8℃で48時間
希釈不要



モデルナ社ワクチンの活用

❶ 大規模接種

モデルナ社ワクチンの供給は次の３つのスキームが示されているが、大規模接種会場と職域接種
が先行して進められている。

❷ 職域接種

❸ 住民接種（集団接種）

【特徴】・常設の大規模会場 ・２～６か月程、継続的に実施 ・都道府県または市町村が開設
【規模】 ３０か所の都道府県が開設の意向（今後も拡大） ⇒6/23に新規受付休止

【特徴】・主なパターンは次の３つ
① 産業医等が社内診療所で実施 ② 外部の委託機関が会議室等で実施
③ 外部の提携先の医療機関で実施
・接種施設単位では、単発の実施と継続的な実施が混在する。

【規模】6/24 17時現在で4,538会場、接種予定人数約1,655万人分の申請
⇒6/25 17時で新規受付休止

【特徴】・自治体の集団接種会場での実施を想定
【規模】 全国での実施規模は不明。
【備考】 ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンの併用による混乱を防ぐための対処方針を国において

現在検討中

5/24～

6/21～

開始時期未定
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新型コロナワクチン職域接種の開始について

3(出典) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_shokuiki.html



新型コロナワクチンに係る予診票の様式変更について
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今般、何らかの病気で診療を受けている被接種者が、かかりつけの医師に確
認せずに接種を希望した場合においても、予診および接種を円滑に受けること
ができるよう、予診票の様式変更を行いました。
つきましては、以下の通りお示ししますので、接種に当たって参考にすると

ともに、管内の医療団体・医療機関への周知をお願いいたします。

記

○ 「その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいと言わ
れましたか」の設問があることにより、事前に医師への問い合わせが必須で
あるとの誤解を生じている例があること等を踏まえ、円滑な接種に資するよ
う、今般、当該設問を削除した予診票をお示しすることとしました。

○ 「現在、何らかの病気にかかって、治療（投薬など）を受けています
か。」の設問に「はい」と回答した接種希望者に対しては、予診医は接種要
注意者としての注意事項に留意しながら、接種の可否を判断します。

○ 既に印刷や配布が行われている場合等においては、従来の予診票も引き続
き使用可能です。その場合、「その病気を診てもらっている医師に今日の予
防接種を受けてよいと言われましたか。」の設問が「いいえ」または空欄と
なっている接種希望者については、予診医が接種可能と判断した場合は接種
可能です。

令和３年５月２８日付け事務連絡「新型コロナワクチンに係る予診票の様式変更について（厚生労働省予防接種室）」抜粋



新型コロナワクチンに係る予診票の様式変更について
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令和３年５月２８日付け事務連絡「新型コロナワクチンに係る予診票の様式変更について（厚生労働省予防接種室）」抜粋

➡削除



新型コロナウイルス感染症ワクチン安全性調査（COV－Safe）の状況
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(出典) 新型コロナウイルス感染症ワクチン安全性調査（COV－Safe）（令和３年6月25日）

https://sites.google.com/view/cov-safe/

(１回目接種)

(１回目接種)

(２回目接種)

(２回目接種)

http://localhost/


新型コロナウイルス感染症ワクチン安全性調査（COV－Safe）の状況

7
(出典) 新型コロナウイルス感染症ワクチン安全性調査（COV－Safe）（令和３年6月25日）

https://sites.google.com/view/cov-safe/

(１回目接種)

(１回目接種)

(２回目接種)

(２回目接種)

http://localhost/


県内の医療従事者等の接種状況

接種済み

95%

未接種

5%

配分された
ワクチンに対
する接種率

区分 接種回数
内１回目 内２回目

医療従事者等 125,306 63,822 61,484

接種回数
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2月19日～6月25日（6/25時点でＶ-ＳＹＳに入力されたもの）

２回

接種済

95%

１回のみ

接種

4%

未接種

1%

医療従事者等
接種率 １回以上

接種

99%

 医療従事者等については、接種対象者約65,000人のうち、約95%にあたる約6万の２
回接種を終えており、当初予定していた医療従事者の接種は６月15日に完了（福井
県、徳島県、大分県、鳥取県に次いで全国５番目）

 医学部生等の学生や、新規入職者、様々な事情により接種時期を遅らせている医療従事
者への接種は引き続き実施



県内の高齢者の接種状況

9(出典) 政府CIOポータル「新型コロナワクチンの接種状況（高齢者等）」（https://cio.go.jp/c19vaccine_dashboard）



県内の全年代の接種状況

10(出典) 政府CIOポータル「新型コロナワクチンの接種状況（高齢者等）」（https://cio.go.jp/c19vaccine_dashboard）



県が関与する新型コロナワクチン集団接種会場の設置

11

【北勢】
四日市大学
接種会場

【場 所】四日市大学
【対象者】四日市市在住の６５歳以上の方

未接種の医療従事者等
【接種開始日】６月１９日（土）～

【中勢】
三重大学
接種会場

【南勢】
県営ｻﾝｱﾘｰﾅ
接種会場

【場 所】国立大学法人三重大学
【対象者】鈴鹿市・津市在住の６５歳以上の方
【接種開始日】鈴鹿市在住の方：６月12日（土）～

津市在住の方：６月19日（土）～

【場 所】県営サンアリーナ
【対象者】伊勢市・度会町在住の６５歳以上の方

未接種の医療従事者等
【接種開始日】６月19日（土）～

３会場計
延べ２７日間
３１，２２０回

※高齢者以外の空き枠やキャンセル分については、エッセンシャルワーカー等に対して接種

 新型コロナウイルスワクチンの高齢者接種については、７月末までの完了をめざして、市町
や関係団体等と緊密に連携し、医療従事者の確保や県が関与する形での集団接種会場を設置



ワクチン接種に係る支援策について（１）
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(出典) 新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進策の継続及び職域接種における支援策について（令和３年6月18日付け事務連絡） 参考資料



ワクチン接種に係る支援策について（２）
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(出典) 新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進策の継続及び職域接種における支援策について（令和３年6月18日付け事務連絡） 参考資料



余剰ワクチン発生時の対応及び高齢者に次ぐ優先接種の接種対象者の選定に係る指針
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❸ 高齢者に次ぐ優先接種の接種対象者の選定
（第１弾）

❶ 余剰ワクチン発生時の対応（高齢者）

❷ 余剰ワクチン発生時の対応(医療従事者等）



❶ 余剰ワクチン発生時の対応（高齢者）
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 当該医療機関の入院・通院患者およびその家族・付添人（高齢者、基礎
疾患保持者、60～64歳）

医療機関等

市町
県

キャンセル
発生！

❶ 医療機関・高齢者施設において接種対象者を確保

 未接種の高齢者（一般の高齢者で予約時等に事前のキャンセル待ちの登録をした
者、民生委員・児童委員（高齢者）、シルバー人材施センター等）

 保育所・幼稚園・認定こども園の従事者

 児童養護施設の従事者

 その他の児童福祉施設で児童の入所・通所支援を行う施設の従事者

 高齢者、障害者（児）の通所・居宅サービス事業所等の従事者

 介護認定調査員

 放課後児童クラブの指導員

 社会福祉協議会や社会福祉法人等において災害時の要援護者の支援に携わる者

 新型コロナウイルス感染者への対応・支援業務を民間事業者に委託する場合の当
該事業者の従事者

 小中学校・高等学校・特別支援学校の従事者

 警察官（交番勤務、犯罪捜査（検視を含む）、交通安全、生活安全、警備等の職務に
従事する警察官等）

 市町職員（ケースワーカー、災害時に避難所運営にあたる職員等）

❷ 市町または県が接種対象者を確保



❷ 余剰ワクチン発生時の対応(医療従事者等）
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キャンセル
発生！

 自施設の医療従事者等

 周辺施設（診療所、薬局等）の医療従事者等

 自施設の入院・通院患者やその家族等で高齢者に当たる方

 自施設の入院・通院患者やその家族等で基礎疾患のある
方、60～64歳にあたる方

 周辺の高齢者施設等の従事者

接種施設

県

 別の日に接種することが予定されている医療従事者等

 警察官（交番勤務、犯罪捜査（検視を含む）、交通安全、生活安
全、警備等の職務に従事する警察官等）

❶ まずは接種を行っている医療機関において、次の候補
者に声掛け等をして、接種を行う

❷ それでも、接種いただける方が確保できない場合は、
県で次の候補者に声掛け等をして、接種を行う

ワクチンをムダにしないことが重要‼

追加

追加

追加



❸ 高齢者に次ぐ優先接種の接種対象者の選定（第１弾）
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【対象者】

 保育所・幼稚園・認定こども園の従事者

 児童養護施設の従事者

 その他の児童福祉施設で児童の入所・通所支援を行う施設の従事者

 高齢者、障害者（児）の通所・居宅サービス事業所等の従事者

 介護認定調査員

 放課後児童クラブの指導員

 社会福祉協議会や社会福祉法人等において災害時の要援護者の支援に携わる者

 新型コロナウイルス感染者への対応や支援業務を民間事業者に委託する場合の
当該事業者の従事者

 小中学校・高等学校・特別支援学校の従事者

❶ 医療従事者等への接種

❸
基礎疾患を有する者
高齢者施設等の従事者 への接種

❷ 高齢者への接種

三重県独自の対象者

基礎疾患を有する者等の接種機
会が損なわれない範囲で接種


