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・現⾏のモデルナ社ワクチン ⇒ 従来モデルナ
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⇒ ⼩児⽤ファイザー
・ファイザー社のオミクロン株対応ワクチン

⇒ オミクロン株対応ファイザー
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１. 札幌市の接種状況

⼈⼝
令和４年１⽉１⽇現在

初回接種 追加接種
１回⽬ ２回⽬ ３回⽬ ４回⽬

回数 接種率 回数 接種率 回数 接種率 回数 接種率
100歳以上 1,250⼈ 1,203 96.2% 1,196 95.7% 1,158 91.5% 826 66.1%
90〜99歳 36,349⼈ 35,101 96.6% 34,966 96.2% 33,746 92.7% 25,630 70.5%
80〜89歳 133,030⼈ 126,737 95.3% 126,333 95.0% 121,919 91.5% 97,582 73.4%
70〜79歳 248,911⼈ 235,495 94.6% 235,004 94.4% 226,765 91.1% 180,663 72.6%
65〜69歳 128,990⼈ 115,339 89.4% 115,110 89.2% 109,399 84.8% 76,524 59.3%
60〜64歳 122,256⼈ 111,308 91.0% 111,036 90.8% 101,569 83.0% 48,642 39.8%
50〜59歳 277,126⼈ 246,100 88.8% 245,189 88.5% 205,347 74.1% 33,653 -
40〜49歳 291,407⼈ 241,429 82.8% 240,176 82.4% 174,018 59.7% 22,494 -
30〜39歳 229,295⼈ 182,603 79.6% 181,053 79.0% 117,387 51.2% 13,337 -
20〜29歳 197,327⼈ 156,409 79.3% 154,533 78.3% 94,170 47.7% 8,553 -
12〜19歳

（４回⽬接種対象者）
126,879⼈
（33,867⼈） 90,210 71.1% 89,127 70.2% 43,282 34.1% 141 -

５〜11歳 104,070⼈ 15,232 14.6% 14,040 13.5% ０ 0.0% - -

接種対象者合計 1,896,890⼈
1,557,166 82.1%

1,547,763 
81.6%

1,228,760 
64.8% 429,867 64.1%

全市⺠ 1,960,668⼈ 79.4% 78.9% 62.7% 508,045 25.9%

令和４年９⽉20⽇時点ワクチン接種記録システム（VRS）による接種実績

（60歳以上:670,786⼈）

オミクロン株対応ワクチンの対象者は、２回⽬接種が完了した12歳以上 ➡ 約153万⼈
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２. オミクロン株対応ワクチン接種の国の⽅針等①
対象者

初回接種（１・２回⽬接種）を完了した12歳以上の⽅

使⽤ワクチン

○ オミクロン株対応ファイザー
（ファイザー社の従来株（武漢株）とオミクロン株（BA.1）の２価ワクチン）

○ オミクロン株対応モデルナ
（モデルナ社の従来株（武漢株）とオミクロン株（BA.1）の２価ワクチン）

接種間隔
最終接種から５か⽉以上経過後に１回（現時点では１⼈１回まで）

接種実施期間
令和４年９⽉20⽇〜令和５年３⽉31⽇（特例臨時接種の実施期間は令和４年度末まで延⻑）

９⽉半ば過ぎから供給開始となるオミクロン株対応ワクチンは次の２種類
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２. オミクロン株対応ワクチン接種の国の⽅針等②
接種開始時期

① ９⽉半ば過ぎから前倒しで配送されるオミクロン株対応ワクチンは、まずは重症化リスクが
⾼い等の理由で、現⾏の４回⽬接種の対象となっている⽅で４回⽬が未接種の⽅

② ４回⽬接種の⼀定の完了が⾒込まれた⾃治体は、配送ワクチンの範囲内で、社会機能の維持
に必要な事業の従事者や年代別など、その他の初回接種が終了した⽅の接種へ移⾏

③ ①及び②以外の初回接種を完了した⽅への接種は10 ⽉半ばを⽬途に準備

オミクロン株対応ワクチンによる追加接種の有効性
① 現在、流⾏しているオミクロン株に対応した成分が含まれるため、従来ワクチンを上回る重

症化予防効果や、短い期間である可能性はあるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待さ
れること

② オミクロン株と従来株の両⽅の成分を含み、２種類の異なる抗原が提⽰されることから、こ
れらにより得られる多様な免疫反応は、今後の変異株に対しても有効である可能性が⾼いと期
待されること



6

３. ワクチンの特性（令和４年９⽉20⽇現在）
従来ファイザー

＜従来株・12歳以上＞
従来モデルナ

＜従来株＞

オミクロン株対応ファイザー
＜従来株/オミクロン株（BA.1）

の２価ワクチン＞

オミクロン株対応モデルナ
＜従来株/オミクロン株（BA.1）

の２価ワクチン＞
キャップカラー 紫 ⾚ 灰 ⻘

対象者

初回 12歳以上 12歳以上 ×（使⽤不可） ×（使⽤不可）

追加
【３回⽬】12歳以上
【４回⽬】60歳以上

18歳以上の基礎疾患がある⽅等
18歳以上の医療従事者等・⾼齢
者施設等の従事者

【３回⽬】18歳以上
【４回⽬】60歳以上

18歳以上の基礎疾患がある⽅等
18歳以上の医療従事者等・⾼齢
者施設等の従事者

12歳以上 18歳以上

接種間隔
初回 21⽇間隔で２回 28⽇間隔で２回 － －

追加 【３回⽬】２回⽬から５か⽉以上で１回
【４回⽬】３回⽬から５か⽉以上で１回

【３回⽬】２回⽬から５か⽉以上で１回
【４回⽬】３回⽬から５か⽉以上で１回 最終接種から５か⽉以上で１回 最終接種から５か⽉以上で１回

希 釈 ⽣理⾷塩液1.8mLで希釈 希釈不要 希釈不要 希釈不要

接種量 0.3mL 初回︓0.5mL、追加︓0.25ｍL 0.3ｍL 0.5ｍL

抗原量 従来株30μg 初回︓従来株100μg、追加︓従来株50μg 従来株15μg＋BA.1株15μg＝30μg 従来株25μg＋BA.1株25μg＝50μg

１バイアル単位 ６回分（７回も可） 初回︓10回分、追加︓15回分以上 ６回分 ５回分

保管温度
－75℃±15℃︓15か⽉
－20℃±５℃︓14⽇

※１回に限り、再度－90℃〜－60℃に戻
し保存可能

２〜８℃︓31⽇ ※有効期間中に限る

ー20℃±5℃︓９か⽉
２〜８℃︓30⽇

※有効期間中に限る

－75℃±15℃︓12か⽉
－20℃±５℃︓不可
２〜８℃︓10週

⇒配送センターからは冷蔵で配送

ー20℃±5℃︓９か⽉
２〜８℃︓30⽇

※９か⽉の有効期間中に限る

備 考

・冷蔵庫で解凍する場合は、解凍及び希釈
を１か⽉以内に⾏う

・室温で解凍する場合は、解凍及び希釈を
２時間以内に⾏う

・希釈後、室温で６時間
※解凍後･希釈後の再凍結は不可

【⼀度針をさしたもの以降】
２〜25℃で12時間
※解凍後の再凍結は不可

室温では24時間以内に使⽤する
（⼀度針を刺した後は12時間以内に
使⽤）

※解凍後の再凍結は不可

【⼀度針をさしたもの以降】
２〜25℃で12時間
※解凍後の再凍結は不可

※赤字下線部分は従来ワクチンと異なる部分です。



PMDAは、審査報告書において、ファイザー社及びモデルナ社の２価のオミクロン株対応ワクチンは、オミクロン株に対して、
・⼀定の重症化予防効果が期待でき、
・特に発症予防効果について、従来型ワクチンと⽐較して、効果が⾼い可能性がある
と判断している。

●ファイザー社 接種群 ４回⽬接種前
GMT [両側95％CI]

４回⽬接種１か⽉後
GMT [両側95％CI]

GMR [両側95％CI]
（２価／従来）

従来ワクチン
（30μｇ）

106.4  (n=205)
[81.5,138.9]

663.1  (n=201)
[530.6,829.0] 1.33

[1.00,1.78]２価ワクチン
（30μｇ）

107.4  (n=205)
[83.8,137.7]

883.8  (n=207)
[733.8,1064.5]

●モデルナ社 接種群 ４回⽬接種前
GMT [両側95％CI]

４回⽬接種28⽇後
GLSM [両側95％CI]

GMR [両側97.5％CI]
（２価／従来）

従来ワクチン
（50μｇ）

332.023 (n=260)
[282.047,390.854]

1421.243 (n=260)
[1282.975,1574.412] 1.745

[1.493,2.040]２価ワクチン
（50μｇ）

298.127 (n=334)
[258.753,343.492]

2479.890 (n=334)
[2264.472,2715.801]

出典︓第37回厚⽣科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より⼀部改変 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27963.html

（参考）オミクロン株対応ワクチンの有効性
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第37回厚⽣科学審議会予防接種・ワクチン分科会（令和４年９⽉14⽇）資料より

治験データ︓接種１か⽉後のオミクロン株BA.1系統に対する⾎清中和抗体価

※ GMT︓幾何平均抗体価
GMR︓幾何平均⽐
GLSM︓幾何最⼩⼆乗平均



PMDAは、審査報告書において、
・ファイザー社の２価のオミクロン株対応ワクチンの追加接種に係る安全性プロファイルは従来型ワクチンと概ね同様であり、

現時点では重⼤な懸念は認められていない
・モデルナ社の２価のオミクロン株対応ワクチンの追加接種について、従来型ワクチンの初回免疫時及び１回⽬追加接種時と

の⽐較においても安全性プロファイルに明確な差異はないとし、現時点で重⼤な懸念は認められない
と判断している。

●ファイザー社 ●モデルナ社

出典︓第37回厚⽣科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27963.html

（参考）オミクロン株対応ワクチンの安全性

8

第37回厚⽣科学審議会予防接種・ワクチン分科会（令和４年９⽉14⽇）資料より
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４. 札幌市のオミクロン株対応ワクチン接種実施⽅針
接種体制

医療機関での個別接種を中⼼とし、集団接種会場で補完する体制を継続

接種の進め⽅
○ 札幌市では、４回⽬接種の⼀定の完了が⾒込まれるため、初回接種を完了し、接種券を現に

お持ちの３・４回⽬未接種の⽅から接種を開始
○ 優先度が⾼い現⾏の４回⽬接種対象者（60歳以上、18歳以上の基礎疾患を有する⽅等・医療

従事者等・⾼齢者施設の従事者等）で未接種の⽅が優先して接種できるよう、集団接種会場
では先⾏予約受付を実施

○ 個別接種 ９⽉30⽇（⾦）以降、準備の整った医療機関から開始︓予約開始は９⽉20⽇（⽕）
○ 集団接種 10⽉６⽇（⽊）以降、順次開始

︓４回⽬接種対象者の先⾏予約開始は９⽉28⽇（⽔）、その他は10⽉４⽇（⽕）

医療機関でも、可能な限り４回⽬接種対象者を優先的に接種するなどご配慮をお願いします。

接種開始
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５. 札幌市へのワクチン供給量

国 北海道 札幌市 配送週
第１クール 10,128,690 421,200 111,150 9/19週
第２クール 10,128,690 421,200 141,570 9/26週
第３クール 7,768,800 322,920 156,780 10/3週

計 28,026,180 1,165,320 409,500

▼オミクロン株対応ファイザー（単位︓回分）

▼オミクロン株対応モデルナ（単位︓回分）
国 北海道 札幌市 配送週

第１クール 1,002,150 41,900 23,250 9/19週
第２クール 999,650 41,800 12,850 9/26週
第３クール 1,002,150 41,900 － 10/3週
第４クール 1,999,900 83,600 48,150 10/10週

計 5,003,850 209,200 84,250

○ 現時点では、ファイザーに⽐べモデルナの供給量が少ない状況
○ 国からは令和４年中に全接種対象者が接種可能な量のワクチンが供給される⾒込



接種間隔を５か⽉と想定すると
○ 10⽉に最⼤数（ただし、３回⽬未接種の約30万⼈は接種率が低いと想定）
○ 12⽉以降、現⾏の４回⽬接種対象者の５回⽬接種が増加
⇒ 国は接種間隔の短縮を検討中であり、11⽉以降の接種が前倒しとなる⾒込み

11

６. 接種対象者数の推移（⾒込み）

※ 令和４年８⽉15⽇時点のVRSデータから推計（９⽉までの４回⽬接種対象者は全て４回⽬接種すると想定）

３回目未接種者（３回目接種券未使用）

４回目未接種者（現行の４回目対象外）
～60歳未満かつ基礎疾患・医療従事者等以外

４回目接種済者（現行の４回目対象）
～60歳以上、60歳未満の基礎疾患・医療従事者等

10⽉下旬に接種間隔が短縮
され、前倒しとなる⾒込み

３回⽬未接種者︓約30万⼈
⇒ 接種率は低いと想定

国からは令和４年中に全接種対象者が
接種を受けられる準備をするよう通知
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７. 接種券等の発送スケジュール（予定）

対象者 9⽉下旬 10⽉
①３回⽬未接種の⽅

現⾏の４回⽬
接種対象者※で

②４回⽬未接種の⽅
③４回⽬接種済の⽅

現⾏の４回⽬接種対象外で
④新たに対象となる⽅

案内⽂

案内⽂

４回⽬接種券

５回⽬接種券

※ 現⾏の４回⽬接種対象者︓60歳以上、18歳以上の基礎疾患を有する⽅等・医療従事者等・⾼齢者施設の従事者等

○ 接種券を現にお持ちの３・４回⽬未接種の⽅ ⇒ 案内⽂を送付（既存の接種券で接種）
○ 新たに４・５回⽬接種の対象となる⽅ ⇒ 接種券を送付

１・２回⽬完了

３回⽬接種済 現⾏の４回⽬対象

既存の接種券で接種 既存の接種券で接種

④現⾏の４回⽬対象外

②４回⽬未接種

③４回⽬接種済

①３回⽬未接種

10⽉上旬より接種券を順次送付

接種時期の到来にあわせて
接種券を順次送付

接種間隔が短縮された場合は、
前倒しで発送の可能性あり

接種券・案内⽂の発送スケジュール ※ 接種券・案内⽂の発送 接種
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８. 接種券・案内⽂の発送

・宛名付案内⽂…接種券を紛失している場合の再発⾏案内⽂

・予診票
・お知らせ⽂

同封物
案内⽂の発送︓接種券を現にお持ちの３・４回⽬未接種の⽅

接種券の発送︓新たに追加接種（３〜５回⽬）の対象となる⽅

・接種券
・予診票
・お知らせ⽂

・ワクチン接種実施医療機関リスト

同封物

・ワクチン説明書

同封予定（11⽉〜）

≪接種券イメージ≫

●回目接種日から●か月経過後の日
2022年●月●日

券番号

9999-999-999

前回接種から５か⽉経過⽇
（接種可能⽇）を記載

接種記録欄から「接種場所」を削除

⾼齢者への発送のみ
同封予定（11⽉〜）
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９. 接種券を紛失した⽅などへの追加接種
接種券が未着な⽅や接種券を紛失した⽅に対する接種券なしでの追加接種については、
オミクロン株対応ワクチンの接種においても可能な取り扱いとします。

【主な事務運⽤】 ※従前の３回⽬接種や60歳以上の４回⽬接種と同様です。
① 被接種者から「委任状 兼 誓約書」を受領する
② 被接種者について、下記の点等を確認する

・住⺠登録地が札幌市の12歳以上の⽅であること
・初回接種（１・２回⽬接種）を完了していること
・前回の接種（３回⽬や４回⽬含む）から５か⽉が経過していること

③ 接種後、被接種者に「接種記録書」を発⾏する
④ 「委任状 兼 誓約書」等を札幌市に提出する
⑤ 札幌市から届いた接種券にロットシールを貼付し、被接種者に接種済証を郵送する
⑥ 予診票に接種券を貼付し、札幌市に提出する

※ 本運⽤は、すべての医療機関に対応を依頼するものではなく、運⽤可能な医療機関において対応いただくものとなります。
※ 詳細や様式は、９⽉27⽇（⽕）に札幌市ホームページ（ワクチンNAVI「医療機関・接種関係機関の皆様へ」）に掲載します。

https://www.city.sapporo.jp/2019n-cov/vaccine/iryoukikan_keiji.html
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10. 接種実施医療機関リストの更新
札幌市公式ホームページ「さっぽろ新型コロナウイルス・ワクチンNAVI」で公開している
医療機関リストは、９⽉26⽇（⽉）14時に、オミクロン株対応ワクチンの医療機関リスト
として置き換えます。

▼オミクロン株対応ワクチン医療機関リスト（予定） ＜医療機関リスト更新スケジュール＞
・意向調査の実施（〜９／21（⽔）17時）
・９／26（⽉）14時、接種意向が⽰された医療機関

のみを掲載した医療機関リストを公開
・９／26（⽉）15時以降、準備が整い次第速やかに

「ワクチン接種情報変更申請フォーム」にて予約
受付状況等の情報を更新
（初回のリスト更新は９／27（⽕）14時）

置き換え時点では、暫定的に予約受付情報等を空欄にして
リストを公開します。
９／26（⽉）15時以降、できるだけ速やかに予約受付状
況等の情報の更新⼿続きをお願いします。



ワクチンの供給⽅針
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11. 札幌市におけるワクチン供給⽅針

ファイザー

○ 国からの供給量を踏まえ、オミクロン株対応ワクチンは、原則、医療機関はファイザー、集団
接種会場はモデルナを取り扱うこととし、札幌市ワクチン配送センターから供給します。

○ オミクロン株対応ファイザーは、国から⼗分な量が供給される⾒込みであることから、当⾯、
希望量どおり供給します。

ワクチン種別 ９⽉ 10⽉ 配送頻度等

オミクロン株
対応ワクチン

ファイザー ９/27供給開始・週３回
モデルナ

従来ワクチン
ファイザー 10/13再開以降は週１回
モデルナ ９/26週から週１回・10/21で供給終了※2

※1 従来ファイザーは⼀時配送を休⽌しますが、この間も医療機関の在庫での接種は可能です。
※2 従来モデルナは、保有分が11/２で全て有効期限が切れるため10/21で供給終了予定です。（接種は11/２まで可能）

＜当⾯、集団接種会場でのみ使⽤（医療機関への供給なし）＞
⼀時配送休⽌※1

医療機関への供給スケジュール ※ 供給 接種

初回接種（１・２回⽬接種）に使⽤する従来ファイザー・従来モデルナについても、⼗分な量を保有しており、
希望量どおり供給可能ですので、引き続き初回接種の実施についてもご協⼒をお願いします。
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12. 取扱いワクチン⼀覧

初回接種 追加接種
１・２回⽬ ３回⽬ ４回⽬ ５回⽬

医療機関

･従来ファイザー
･従来モデルナ
･ノババックス
･⼩児⽤ファイザー

･オミクロン株対応ファイザー
･従来ファイザー
･従来モデルナ
･ノババックス

･⼩児⽤ファイザー

･オミクロン株対応ファイザー
･従来ファイザー
･従来モデルナ

･オミクロン株対応ファイザー

集団接種
会場

･従来ファイザー ･オミクロン株対応モデルナ
･オミクロン株対応ファイザー

･オミクロン株対応モデルナ
･オミクロン株対応ファイザー

･オミクロン株対応モデルナ
･オミクロン株対応ファイザー

※

オミクロン株対応ワクチンは、原則、医療機関はファイザー、集団接種会場はモデルナを取り扱
うこととしますが、現時点では、モデルナの供給量が⾮常に少ないため、当⾯の間、集団接種会
場でもファイザーを取り扱うこととします。

※

※ やむを得ない場合は、従来ワクチンを追加接種（３・４回⽬接種）に使⽤することが可能

医療機関・集団接種会場での取扱いワクチン⼀覧

集団接種会場 札幌サンプラザ＜10/６（⽊）接種開始＞ ︓オミクロン株対応モデルナ
札幌エルプラザ＜10/６（⽊）接種開始＞ ︓オミクロン株対応ファイザー

従来ファイザー（週１回程度、初回接種を実施）
札幌市医師会館＜10/15（⼟）接種開始＞︓オミクロン株対応ファイザー

※ 今後、区⺠センター（中央区・北区を除く）会場も開設予定
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13. 複数ワクチンの取扱い

種類の異なるワクチンを混同しないよう、明確に区分した管理が必要
＜複数のワクチンを取り扱う場合の要件＞
① ワクチンごとに接種⽇時や接種を⾏う場所を明確に分けること

※ フロア分けなどは必須ではありませんが、時間的⼜は空間的な区分が必要です。
② 同⼀の冷蔵庫・冷凍庫内で複数のワクチンを保管する場合は、容器・管理を明確に分けること

※ 冷蔵庫等を分けることは必須としませんが、庫内の容器等は明確な区分が必要です。
③ ワクチンの管理において、複数⼈での確認の徹底とともに、接種関連器具・物品を区分し、

責任者・担当者を置くこと

複数ワクチンを取り扱う場合、間違い接種を防⽌するためには、同⼀の曜⽇、時間、場所で
は扱わない・接種しない、接種者がどの ワクチンを接種すべきなのかが⼀⽬でわかるような
⼯夫が有効です。

複数ワクチンを取り扱う場合の基本的な考え⽅

オミクロン株対応ファイザーは、希釈不要となるなど、従来ファイザーとは取扱いが異なるため、
特に接種開始時には混同することのないようご注意ください。
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14. オミクロン株対応ファイザーの取扱い

① V-SYSへの登録
V-SYSの「取扱いワクチン」欄でファイザーBA.1を選択し、

同ワクチンの接種医療機関の登録をしてください。

必要な⼿続き

② 保管場所の確保
オミクロン株対応ファイザーは、冷凍での保管はできない

ため、冷蔵庫の確保をお願いします。

○ 従来ファイザーと同じく
・１バイアル当たりの接種回数は６回
・１回当たりの接種量は0.3ml

○ 従来ファイザーと異なり
・希釈不要
・－20℃±５℃での保管は不可
・札幌市ワクチン配送センターからは冷蔵で配送し、

医療機関でも冷蔵（２〜８℃）で保管（再凍結不可）
※ 従来ファイザーについても、供給を再開する10/13以降は冷蔵

での配送に変更します。

オミクロン株対応ファイザー
＜従来株/オミクロン株（BA.1）

の２価ワクチン＞
キャップカラー 灰

対象者

初回 ×（使⽤不可）

追加 12歳以上

接種間隔
初回 －

追加 最終接種から５か⽉以上で１回

希 釈 希釈不要

接種量 0.3ｍL

抗原量 従来株15μg＋BA.1株15μg＝30μg

１バイアル単位 ６回分

保管温度
－75℃±15℃︓12か⽉
－20℃±５℃︓不可
２〜８℃︓10週

⇒配送センターからは冷蔵で配送

備 考
室温では24時間以内に使⽤する
（⼀度針を刺した後は12時間以内に
使⽤）

※解凍後の再凍結は不可
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15. オミクロン株対応ファイザーの供給
オミクロン株対応ファイザーは、札幌市ワクチン配送センターから供給します。

【配送頻度】 これまでの従来ワクチンと同様、グループごとに定めた曜⽇に、最⼤週３回配送します。
※ グループ分けは従前から変更はありません。なお、グループの変更はできません。

【配送⽅法】 －20℃±５℃での保管・配送は不可であるため、冷蔵（２〜８℃）で配送します。

【保管⽅法】 受領後は、冷蔵（２〜８℃）保管（冷凍保管は不可）となり、遮光が必要です。
※ ワクチンは、取扱を熟知している⽅が受け取っていただくようお願いします。

【配送開始のスケジュール】
配送を開始する９/26週の配送スケジュールは下記のとおりです。

グループ 所在区
Aグループ ➡ ⽉・⽔・⾦に配送 東区・⽩⽯区・厚別区・豊平区・清⽥区・⼿稲区
Bグループ ➡ ⽕・⽊・⼟に配送 中央区・北区・南区・⻄区

発注開始⽇ 初回発注期限 初回配送⽇ 配送予備⽇ 接種開始
Aグループ

９/22（⽊）
９/26（⽉） ９/28（⽔）

９/29（⽊） ９/30（⾦）以降、準備の整っ
た医療機関から接種を開始Bグループ ９/22（⽊） ９/27（⽕）

■オミクロン株対応ファイザーの配送



札幌市ワクチン配送センターの配送⽅法に⼀部変更がありますのでご留意ください。
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16. 従来ワクチンの供給

■従来ファイザー・従来モデルナ・⼩児⽤ワクチンの配送
【配送⽅法の変更】オミクロン株対応ワクチンの接種開始に伴い、配送頻度や配送温度を変更します。

※ 従来ファイザーは、⼀時配送を休⽌しますが、この間も医療機関の在庫での接種は可能です。
※ 従来モデルナは、保有分が11/２で全て有効期限が切れるため、10/21で供給終了予定です。
※ ⼩児⽤ファイザーには変更ありません。

【各グループの配送曜⽇】

従来ファイザー 従来モデルナ ⼩児⽤ファイザー
これまで 週３回・－20℃±５℃配送 週３回・－20℃±５℃配送 週２回・冷蔵（２〜８℃）配送

９/26以降 週１回・冷蔵（２〜８℃）配送
※配送を再開する10/13以降

週１回・－20℃±５℃配送
※10/21で供給終了

週２回・冷蔵（２〜８℃）配送

従来ファイザー 従来モデルナ ⼩児⽤ファイザー
Aグループ ⾦（週１回） ⾦（週１回） ⽔・⾦（週２回）
Bグループ ⽊（週１回） ⽊（週１回） ⽊・⼟（週２回）

ノババックスは、引き続きV-SYSでの発注・地域卸からの供給とします。今後、国からは
⽉１回程度の頻度で供給される⾒込みです。詳細についてはわかり次第お知らせします。



22

17. ワクチンの発注⽅法・配送物
■発注⽅法

①電話

「札幌市ワクチン配送コールセンター」
電話番号︓0120-008-440
受付時間︓平⽇９時〜17時（⼟⽇祝⽇除く）

②メール

メールアドレス︓sapporocity_vaccineorder@sg-systems.co.jp
受付時間︓平⽇９時〜17時 ※ 17時以降の送信分は翌⽇受注処理

※ ⼟⽇祝⽇の送信分は翌営業⽇の受注処理

発注票︓ワクチン配送センター宛 連携フォーム【最新版を使⽤】

①電話、②メールのいずれの⽅法も、発注期限は配送希望⽇の２営業⽇前の17時です（従前から変更なし）。

■配送物
オミクロン株

対応ファイザー 従来ファイザー 従来モデルナ ⼩児⽤ファイザー
（５〜11歳⽤）

シリンジ・針（接種⽤） ６本 ６本 20本 10本
ワクチン接種シール台紙 ６回分/１シート ６回分/１シート 20回分/１シート 10回分/１シート
情報提供シート、添付⽂書、
英語･⽇本語ラベル読み替え票 配送毎に１枚 配送毎に１枚 配送毎に１枚 配送毎に１枚

シリンジシール※ － － ⾚⾊ オレンジ⾊
※ ワクチンを充填した後の取り間違えが無いよう、シリンジ貼付⽤として供給しています。

ファイザー社ワクチンはメーカー提供品の配送を検討中です。

・ワクチンは、１バイ
アルから配送可能。

・その他の配送物は、
１バイアル当たりの
接種回数に応じた必
要分を配送します。

配送物（１バイアル当たりの供給数量）
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18. ワクチンの配送仕様

ワクチン種類 配送温度 配送表
受渡書 オリコン シリンジ

シール

オミクロン株
対応

ファイザー
冷蔵

【２〜８℃】 －

従来ファイザー 冷蔵
【２〜８℃】 －

従来モデルナ 冷凍
【-25〜-15℃】

⼩児⽤ファイザー
（５〜11歳⽤）

冷蔵
【２〜８℃】

○ 温度帯の異なるワクチンは混載しないため、冷蔵配送と冷凍配送は別便となります。
○ 保管・接種にあたっては混同しないようご注意ください。

※ 詳細は「札幌市ワクチン配送センターご利⽤の⼿引き」をご覧ください。https://www.city.sapporo.jp/2019n-cov/vaccine/vaccine_haisou.html

※ 保冷バッグには梱包されている
ワクチン種別のタグを付けてい
ます。

⾚

⽩

⻘

ピンク ⾚

⻩ ⻩ オレンジ

紫

灰

各ワクチンの配送仕様
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19. ⽀援⾦・協⼒⾦

国の⽀援策
■時間外・休⽇の接種に対する費⽤加算

時間外︓＋730円 休⽇︓＋2,130円

■個別接種促進のための⽀援 窓⼝︓北海道

札幌市独⾃の協⼒⾦
窓⼝︓札幌市 ①基礎的協⼒⾦

【対象】接種実施に必要な感染予防対策、予約管理等に係る経費
例）感染防⽌のための物品、web予約システム構築費等

②接種回数に応じた協⼒⾦

③予約環境整備協⼒⾦
【要件】1⽉単位で「★付きリスト」かつ「電話番号」を掲載

各期上限50万円（令和４年10⽉〜令和５年３⽉）

定額10万円/⽉

５〜35万円/⽉

④複数ワクチン接種体制整備協⼒⾦ 定額10〜35万円/⽉

【要件】複数ワクチンを接種する実施医療機関で③の要件を満たすこと

【対象】1⽉単位の接種回数に応じて交付診療所における取組 延⻑期間 10⽉以降の追加要件
週100回以上の接種を指定する
２か⽉の間に4週間以上

令和５年３⽉末
まで

それぞれの１週間のうち、少
なくとも１⽇は時間外、夜間
または休⽇に接種体制を⽤意
していること週150回以上の接種を指定する

２か⽉の間に４週間以上
50回以上/⽇の接種を⾏った場合 時間外、夜間または休⽇に接

種体制を⽤意していること

病院における取組 実施期間 10⽉以上の追加要件
50回以上/⽇の接種を⾏った場合 令和４年11⽉末

まで
時間外、夜間または休⽇に接
種体制を⽤意していること

特別な接種体制を確保し、50回
以上/⽇の接種を週１⽇以上達成
する週が、指定する２か⽉の間
に４週間以上あった場合

令和５年３⽉末
まで

従前どおり

ワクチンの種類 協⼒⾦額
（⼩児⽤ワクチンを含まない場合）

協⼒⾦額
（⼩児⽤ワクチンを含む場合）

２種類 100,000円 150,000円
３種類 200,000円 250,000円

４種類以上 300,000円 350,000円
※ 従来ファイザーとオミクロン株対応ファイザーは同⼀種類のため対象外
※ ⼩児⽤ワクチンを接種する場合は③の要件不要

国の⽀援⾦、札幌市の協⼒⾦ともに、令和５年３⽉まで対象期間を延⻑する予定です。

要件が追加
される予定

現在
調整中
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20. 予診票の回収
○ 札幌市では、回収した予診票に基づきVRSへの接種実績登録を⾏っています。
○ 予診票は毎⽇（⼟⽇祝⽇を除く）回収しますので、引き続き接種⽇の翌営業⽇までに提出を

お願いします。

※1 予診票回収集計票は、接種⽇とワクチンロットナンバー（ワクチン種）ごとに作成

予診票の回収

対
象 回収書類・回収⽅法 送付先 対

象 回収書類・回収⽅法 送付先

札
幌
市
⺠
分

＜回収書類＞
・予診票回収集計票※1

・予診票【原本】

＜回収⽅法＞
・毎⽇（⼟⽇祝⽇除く）

郵便局員による回収
※間に合わない場合は当⽇

中にレターパックで投函

（株）恵和ビジネス
エントリー事業部 4階

〒060-0062
札幌市中央区南2条⻄12丁⽬

324-1

札
幌
市
⺠
以
外
分

＜回収書類＞
・予診票【コピー】※2

＜回収⽅法＞
・毎⽇（⼟⽇祝⽇除く）

郵便局員による回収
※間に合わない場合は当⽇

中にレターパックで投函

（株）恵和ビジネス
エントリー事業部 4階

〒060-0062
札幌市中央区南2条⻄12丁⽬

324-1

※2 札幌市⺠以外分の予診票については、コピーを札幌市（（株）恵和ビジネス）あてにご提出いただき、
原本は翌⽉10⽇までに請求総括書、市区町村別請求書とあわせて国保連にご提出ください。
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21. 接種費⽤の請求
接種費⽤の請求は、札幌市⺠分と札幌市⺠以外分に分け、１⽉単位で請求書類を提出してください。

※1 札幌市⺠、札幌市⺠以外分とも請求する場合の「札幌市⺠分を含む」請求総括書
※2 札幌市⺠以外分のみ請求する場合の「札幌市⺠分を含まない」請求総括書

１・２回⽬接種分と追加接種分は、まとめて請求してください。

請求⽉ごとにいずれか１つを提出

接種費⽤の請求⽅法

対
象 送付書類･送付期限 送付先 対

象 送付書類･送付期限 送付先

札
幌
市
⺠
分

＜送付書類＞
・請求総括書※1

・札幌市分請求書

＜送付期限＞
・翌⽉７⽇まで

（株）恵和ビジネス
エントリー事業部 4階

〒060-0062
札幌市中央区南2条⻄12丁⽬

324-1

札
幌
市
⺠
以
外
分

＜送付書類＞
・請求総括書※2

・市区町村別請求書
・予診票【原本】

＜送付期限＞
・翌⽉10⽇まで

北海道国⺠健康保険団体連合会
（国保連）

〒060-0062
札幌市中央区南2条⻄14丁⽬
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22. 副反応等への対応

症状が重篤な場合や症状が⻑期間続いている状況など

被接種者が副反応を疑い、受診を希望する場合は、まずは、接種医やかかりつけ医などの⾝近な
医療機関等を受診することとなりますので、ご対応をお願いします。

詳しい検査が必要と判断される場合
令和３年12⽉10⽇付け札保業第3321-1号のとおり、
専⾨的な医療機関を紹介していただくようお願いし
ます。

※ 専⾨的な医療機関は、市⺠に公表していませんので、
取扱いにはご注意ください。

・予防接種後の副反応による健康被害については、極めてまれではあるものの不可避的に⽣じるもの
であることから、厚⽣労働⼤⾂が認めた者について救済給付が⾏われます。

・被接種者から救済制度の申請に係る診断書や受診証明書の記載、診療録の請求等の書類の作成等の
依頼があった際には、ワクチンの因果関係の有無にかかわらず、ご対応いただくようご協⼒をお願
いします。

■予防接種健康被害救済制度

⾃院で副反応を疑う症状の診療を⾏えない場合
以下にて「診療受け⼊れ医療機関リスト」を案内・公開して
いますので、受診希望者がスムーズに診療につながるようご
配慮をお願いします。
・北海道ワクチン接種相談センター（電話番号︓0120-306-154）
・札幌市ホームページ（さっぽろ新型コロナウイルス・ワクチンNAVI）
・札幌市医師会の会員ホームページ

患者の症状と⾃院で対応できる診療科⽬が明らかに異なる場合など

■副反応等への対応
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23. 間違い接種の防⽌

●回目接種日から●か月経過後の日
2022年●月●日

券番号

9999-999-999

接種可能⽇を必ず
ご確認ください。

≪接種券イメージ≫

○ 医療機関向け⼿引きにある「間違い防⽌チェックリスト」を活⽤するなど、間違い接種の防⽌
に努めてください。

○ 間違い接種をした場合は、厚⽣労働省への報告が必要なため、速やかに札幌市に報告をお願い
します。

○ 特に接種間隔誤りの報告が多いことから、接種にあたっては以下の点にご留意ください。

① 予約受付の際には、必ず接種可能⽇をご確認ください。
※ 接種可能⽇は、本市が発⾏している接種券の右上部に記載

しています（接種券イメージを参照）。
② 接種当⽇も、接種券や予診票を複数⼈でチェックする

など、接種可能⽇が到達していることを確認してくだ
さい。
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24. 今後の⽅向性

ファイザー

○ 令和４年中に全接種対象者がオミクロン株対応ワクチン接種をうけられるよう
準備を進めること

○ 10⽉から11⽉にかけて全国で１⽇当たり100万回を超えるペースで接種を⾏
うことが可能な体制をとること

○ 海外の科学的知⾒等を踏まえ、接種間隔を短縮する⽅向性で検討し、10⽉下旬
までには結論を得る予定

○ 令和４年中には全接種対象者が接種可能となる量のワクチンを供給する⾒込み

現時点で国から⽰されている⽅向性
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25. オミクロン株対応ワクチンについての主な質問①
厚⽣労働省⾃治体説明会⑰（令和４年９⽉16⽇）資料より抜粋



31

25. オミクロン株対応ワクチンについての主な質問②
厚⽣労働省⾃治体説明会⑰（令和４年９⽉16⽇）資料より抜粋
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25. オミクロン株対応ワクチンについての主な質問③
厚⽣労働省⾃治体説明会⑰（令和４年９⽉16⽇）資料より抜粋



オミクロン株対応ファイザーは、当⾯の間、医療機関の希望どおり供給します。
オミクロン株対応モデルナは、現時点で供給量が⼗分ではないため、当⾯は集団接種会場のみで接種を実施しますが、

供給量が増えた段階で医療機関での取扱いも検討します。
なお、国において対象者以上のワクチン量を確保しており、総数としては不⾜しない⾒込みです。
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26. 事前質問①
◆オミクロン株対応ワクチンは、医療機関の希望どおり供給されますか。
Q１. オミクロン株対応ワクチンの供給について

Q２.オミクロン株対応ワクチンの初回接種への使⽤について

Q３. 従来ワクチンの返却について

オミクロン株対応ワクチンの接種は、12歳以上の初回接種を完了した⽅が対象となるため、初回接種には使⽤でき
ません。初回接種は、従来ファイザー・従来モデルナ・ノババックス・⼩児⽤ファイザーを使⽤することになります。

札幌市では、余剰ワクチンの回収は⾏っていません。引き続き初回接種にご活⽤いただくことが可能ですので、初回
接種でご使⽤いただいたり、他の医療機関への融通（再融通）などをご検討願います。

◆オミクロン株対応ワクチンを初回接種（１・２回⽬接種）に使⽤できますか。

◆従来ファイザーに余剰が⽣じる⾒込みですが、札幌市に返却は可能ですか。
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26. 事前質問②
Q４. 初回接種の実施場所について

集団接種会場では、札幌エルプラザで週に１回程度、従来ファイザーでの初回接種を⾏います。また、初回接種を実
施する医療機関リストを、９⽉26⽇を⽬途に公開する予定ですので、札幌市ホームページでご確認ください。

◆初回接種の接種はどこで⾏っているか、調べる⽅法を教えてください。

Q５. 初回接種⽤のワクチンの供給について

従来ファイザー・従来モデルナは、10⽉以降も札幌市ワクチン配送センターから供給します。なお、配送頻度・配
送温度の変更や従来ファイザーの⼀時供給休⽌等がありますので、ご留意願います。

ノババックスについては、今後も⽉１回程度の頻度で、国から供給される⾒込みです。

◆初回接種に使⽤する従来ファイザー・従来モデルナ・ノババックスは、10⽉以降も供給されますか。

Q６. 予診票について

問題ありません。可能であれば新様式への差し替えをお願いいたします。（新様式と旧様式の違いは下表）

◆オミクロン株対応ワクチンの接種では、旧様式の予診票を使⽤できますか。

＜様式の違い＞ タイトル 質問事項の第1問

旧様式 新型コロナワクチン接種の予診票（追加接種⽤） 接種⽇(1回⽬︓〜、2回⽬︓〜)
接種を受けたワクチン（〜）

新様式 新型コロナワクチン接種の予診票 接種回数（〜） 前回の接種⽇（〜）
前回接種を受けた新型コロナワクチンの種類（〜）


