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１ 概 要 

 乳幼児用ファイザー社ワクチンの接種体制について，高知市では，医療機関での個

別接種をメインとした接種体制で接種を進めてまいります。 

 本マニュアルは，予約から接種費用支払までの具体的な流れについての説明です。 

 一部国・県のスキームと異なる箇所もございますが，極力，医療機関の皆様の事務

負担軽減を図りましたので，ご理解，ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 
 

【接種対象者】 乳幼児用ファイザー社ワクチンの場合（令和４年 10月 24 日時点） 

接種回数 対 象 者 

１回目 
生後６か月～４歳の者 

（生後６か月になる前日から５歳の誕生日の前々日） 

２回目 １回目接種から３週間以上経過している者 ※ 

３回目 ２回目接種から８週間以上経過している者 ※ 

※１回目接種時に４歳であった者が，２回目・３回目接種時に５歳になっている場合 

は乳幼児用ワクチンの接種となる（１回目接種時と同一ワクチン接種）。 

  

接種フロー図 
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２ ワクチン接種予約について 

高知市では独自の Web 予約システム（V-CHAT）を用いた予約管理を行います。 

なお，接種予約は，ワクチン数管理のため高知市が一括して取りまとめを行います。 

そのため，医療機関は予約を受け付ける必要はありませんが，各医療機関の判断で必要

に応じて１回目の接種後に２回目の接種の予約を非公開枠として対応することを可能

とします。その際の具体的な手順については，別紙「資料４」をご覧ください。 

 なお３回目接種については，接種間隔が長いため，連絡票を用いての予約は行いません。 

 

★予約の流れ 

（１）医療機関の予約枠の設定【医療機関→高知市】 

・各医療機関から FAX 又はメールで提出いただく「【乳幼児ファイザー】新型コロナ

ワクチン予約枠等回答票」に基づき高知市が WEB 予約システム(V-CHAT) に予約枠

を設定します。 

・乳幼児用ファイザー社ワクチンは１バイアルあたり 10 回の接種が可能ですので，

予約枠数の設定にあたっては 10 の倍数を基準にしてください。 

・予約の混雑を防止するため，「新型コロナワクチン予約枠等回答票」は接種日の約

３週間前までの提出にご協力いただきますようお願いします。 

（遅くとも接種日の 10日前までには提出いただければ公開可能です。） 

・予約枠の一般公開後に枠数を減らすことはできません。 

 枠数を増やすことは可能ですが，不可の場合もありますのでご相談ください。 

 ・当日急に接種ができなくなった場合，高知市へご連絡ください。 

 

（２）市民による接種予約【市民→高知市】 

・市民は V-CHAT もしくはコールセンターを通して予約日時および医療機関を選択し

ます。 

 ・（１）で設定した予約枠数の範囲内で，市民からの予約を受け付けます。 

・予約の締め切りは８日前となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3/17（木）の予約が締め切ら

れるのは 3/9（水） 

3/23（水）の予約が締め切ら

れるのは 3/15（火） 

（例）令和４年３月

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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３ ワクチン配送について 

乳幼児用ファイザー社ワクチンは，配送拠点（地域卸）から冷蔵状態で配送します。 

ここでは，配送拠点からワクチン配送を受ける医療機関のワクチン配送の流れについ

ての説明です。 

 

★配送から接種までの流れ 

（１）ワクチンの割り当て【高知市】 

 ・各医療機関のワクチン必要数に応じて，高知市から国へワクチン接種円滑化システ

ム（V-SYS）を用いてワクチン数を要求します。 

・各医療機関では V-SYS への配送希望量等の登録は不要です。 

 

（２）配送拠点から医療機関へのワクチン配送【配送拠点→医療機関】 

・医療機関においてワクチンが必要となったタイミングで別紙配送希望回答票をFAXで高 

知市へ提出してください。なお，配送は月曜日であり，配送を希望される場合は配送希

望日の３営業日前までに回答をしてください。 

（例）11/14（月）に配送を希望する場合 → 11/9（水）までに回答票をFAX 

・上記で回答いただいたバイアル数のワクチン（冷蔵状態）及び接種に必要な針・シリン 

ジ，生理食塩水，希釈に必要な針・シリンジ，ロットシールが配送拠点から各医療機関 

へ配送されます。 

 ・配送拠点から配送されたワクチンは受け取り後に，速やかに冷蔵状態で保管し，以

下のとおり適切に管理してください（再冷凍は厳禁）。  

保管温度 保管期限 その他 

-75℃±15℃ 

（冷凍） 

製造時から

12 か月 

・配送拠点から配送されたワクチンは当該温 

度帯での保管不可。 

２℃～８℃ 

（冷蔵） 
10 週間 

・解凍後の製品の再凍結は不可。 

・室温で解凍する場合は解凍開始から 24時間 

以内に使用すること。 

・一度針を刺したバイアルは 12 時間以内に 

 使用すること。 

２℃～30℃ 

（希釈後） 
12 時間 

※その他ワクチンの取り扱いに関することは厚労省 HP をご確認ください。 

・当日の予約数によって，接種に必要な針，シリンジ，ロットシールについて余りが

生じた場合等でも返却は不要です。 
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４ 接種の流れについて 

（１）予約者の確認【医療機関】 

・V-CHAT から接種予約者リストを確認できます。 

・個人情報保護の観点から，V-CHAT 上では氏名・住所等は確認できず，接種券番号の

み表示されます。 

・そのため，接種券番号，氏名，住所，接種回数を記載した接種者リストを高知市か

ら郵送又はメールでお送りします。（週２回（月曜日と水曜日）発送又は送信） 

 （例１）11/8(火)～11/10(木)の接種者リスト→11/2(水)に発送 

 （例２）11/10(木)～11/14(月)の接種者リスト→11/7(月)に発送 

 

（２）受付【医療機関】 

・接種受付時に接種券一体型予診票，母子健康手帳，本人確認書類で本人確認します。 

・原則，母子健康手帳，接種券一体型予診票を持参されていない場合は接種いただけ

ません（母子健康手帳を紛失した等の止むを得ない事情がある場合は除く）。接種

券を持参していない方に対して接種を実施する場合は別紙「資料５」を確認してく

ださい。 

・接種日に来院を確認した際，V-CHAT 予約一覧画面の『接種受付』を選択し『OK』を

選択したらステータスが『予約完了』から『受付済』になったことを確認してくだ

さい。 

 

（３）予約をしていない方への接種について【医療機関】 

・予約をしていない方へ接種いただくことは可能ですが，予約されている方のワクチ

ンが不足しないようご注意ください。 

・接種前に必ず母子健康手帳等により接種記録を確認してください。 

 

（４）接種実施【医療機関】 

 ・乳幼児用ファイザー社ワクチンは，小児用ファイザー社ワクチンと初回接種の回数

が異なります。 

・接種部位は三角筋中央部又は大腿前外側部に，１歳未満は大腿前外側部に筋肉内接

種をしてください。 

接種回数 接種量 １バイアルあたりの接種可能数 

１・２・３回目 0.2ml 10 回 

 

（５）余ったワクチンの取扱いについて【医療機関】 

 ・１日の接種予約者が 10 の倍数でなく，１バイアルあたりのワクチンに余りが生じ

る場合の取扱いについては，上記（３）の「予約をしていない方への接種について」
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に準じて接種をお願いします。 

 

（６）接種後【医療機関】 

 ・接種後，母子健康手帳に予防接種及びワクチンの種類，接種年月日その他の証明す

べき事項を記載してください。 

  ※接種日当日に保護者が母子健康手帳を持参しなかった場合の接種記録の記載に

ついては,別紙「接種記録書」を使用しシール貼付をお願いします。 

・接種後，V-CHAT 予約一覧画面の『接種報告』を選択し，『接種完了』あるいは『予

診のみ』を選択してください。 

 ・副反応が発生した場合，V-CHAT のコメント欄へ入力をお願いします。 

 

（７）１回目接種と２・３回目接種の間に５歳の誕生日を迎えた被接種者について 

 ・乳幼児用ファイザー社ワクチンでは，１回目接種時の年齢に基づいて判断します。１回

目の接種時に４歳だった被接種者が，２回目（３回目）の接種時までに５歳の誕生日を

迎えた場合，２回目（３回目）接種にも乳幼児用ワクチンを使用します。 

 

（８）予診票の送付【医療機関→高知市】 

 ・接種後，予診票へワクチンシールを貼付し，内訳表とともに接種翌日を目安に高知

市へ送付してください。 

  ※同日にファイザー及びモデルナワクチンの接種も実施している場合は，ワクチン

の種類ごとに予診票の束を分けて送付してください。 

・住民票が高知市にない方の予診票についてはコピーを送付してください。なお，原

本は高知県国民健康保険団体連合会（以下，国保連合会）へ請求書と共に送付して

ください。 

・高知市に送付された予診票に，住民票が高知市にない方の予診票が入っていた場合

は返送しますので，改めて国保連合会へ送付してください。 

 

※接種時の注意事項や，住民票が高知市にない方の予診票送付に係る V-SYS での 

処理方法等については，厚生労働省の HP をご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html 

 

 

（９）接種証明について 

・市民の方から接種証明について医療機関に問合せがあった場合は，高知市保健所地

域保健課ワクチン接種推進係（TEL：088-821-6514）をご案内ください。 
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５ 接種費用の支払 

高知市では，医療機関への接種費用の支払いは，高知県国民健康保険団体連合会（以

下，「国保連合会」という。）を通して行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★支払の手順 

（１）接種の実施【医療機関】 

 

（２）予診票及び内訳表を提出【医療機関 → 高知市】 

 ・高知市から別途送付する専用封筒（角２封筒／ピンク色）により，接種日の翌日までに，

予診票と内訳表を郵送してください。 

  ※ 支払額確定のため，接種翌日の郵送にご協力をお願いします。提出が遅れると，支

払いが一か月遅れる場合があります。 

※ 提出いただく予診票等は，被接種者が高知市民か否かにより，以下のとおりとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被接種者 提出書類 提出先 備考

高知市内に住民
票を有する方

・予診票
・内訳表

高知市
・高知市に住民票が確認できなかった方の予診票は
医療機関へ返送しますので，期日（接種日が属する月
の翌月10日）までに国保連合会へ請求してください。

・予診票の写し 高知市 ・予診票の原本は国保連合会へご提出ください。

・請求総括書
・市区町村別請求書
・予診票

国保連合会

・V-SYSのシステム改修が12/22に行われ，請求総括
書の様式が変更されます（時間外・休日加算分も一体
的に請求）。
・上記の改修に伴い，2021年12月接種分（2022年1
月請求分）に係るV-SYSでの情報登録及び総括書
出力は，12/23以降に行ってください。

高知市外に住民
票を有する方
（住所地外接種）
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（３）予診票と内訳表の整合性確認，VRS への登録及び集計データの作成【高知市】 

・時間外加算等は，予診票の「医療機関記入欄」へのチェック有無を基に集計します

ので，時間外等に実施した場合は，必ず該当項目にチェックをお願いします。 

・時間外・休日か否かは，各医療機関の HP 等を基に診療時間を確認します。 

※ HP で確認できない場合は聞き取り等行う場合があります。 

・高知市に住民票が確認できなかった方の予診票は医療機関へ返送しますので，期日

までに国保連合会へ請求書とあわせて予診票を提出してください。 

 

（４）集計データを医療機関と国保連合会に送付【高知市→医療機関，国保連合会】 

 ・上記③で作成した当月分の集計データ（各医療機関の実施件数及び支払額）を医療

機関に送付します。医療機関確認後，国保連合会に送付します。 

＜送付時期：実施月の翌月中旬～下旬頃＞ 

 

（５）接種費用等の支払い【国保連合会→医療機関】 

 ・国保連合会から医療機関に支払額通知書を送付，接種月の３か月後に支払われます。 

  例）４月接種分は，医療機関へ支払われるのは７月となります。 
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