
新型コロナワクチン

今後の接種計画

R4.9.12 旭川市保健所
新型コロナウイルス感染症対策担当
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今後の接種のポイントとお願い
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(1)オミクロン株対応コロナワクチン接種について
・ワクチン（ファイザー及びモデルナ製）は，9月末以降，段階的に配送される予定です。

（接種開始日は9月中に国から示される見込み）
・接種対象は，初回接種（1･2回目接種）を完了した12歳以上の方となります。
 ただし，まず，4回目接種の対象者，3回目未接種者の接種を進めた後，10月半ば以降

を目途に，その他の初回接種を終了した12歳以上の全ての方に接種券を発送し，接種
を開始します。なお，1･2回目接種は今後も従来ワクチンを使用します。

(2)新型コロナワクチンに係る特別臨時接種の期間延長について
・3月末までの延長が予定されています。

(3)5～11歳の3回目接種について
・令和4年9月6日から，特例臨時接種に位置づけられ，接種開始可能となりました。
・9月末以降に接種券を発送するよう準備しています。

(4)生後6か月から4歳へのワクチン接種について
・今後の実施に向けて準備を進めるよう国から指示がありました。
・5～11歳及び12歳以上とは異なる乳幼児用ファイザー社製ワクチンを使用する予定です。

※その他
・ファイザー，モデルナともにオミクロン株対応に徐々に移行となりますので，VRSのワ

クチン種類の入力誤りの防止にご協力願います。
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移行

新型コロナワクチン接種の流れ
R3.1 R4.1 R5.1

R3.3
～9.30

1・2回目
接種

R3.12

R4.5

3回目
接種

4回目
接種

R3.6～ 接種数の増大 R3.7 ワクチン供給量の減少

R4.1～2 接種間隔の短縮
（6か月）

10.1～

4

継続

継続

継続

オミクロン株
対応

4回目接種対象者等から
前倒し実施

R4.9下旬 R4.10中旬

R4.7 医療従事者，高齢者施設
従事者等への対象拡大

R4.5 接種間隔の短縮
（5か月）

2回目接種完了した
すべての12歳以上を対象

R5.3

１ 新型コロナワクチン接種の状況について



ワクチン接種の枠組み

小児用ファイザー

5歳 11歳

ファイザー
12歳以上

モデルナファイザーへの変更可
29歳

ファイザー ファイザー
17歳 18歳以上

モデルナ

ファイザー

モデルナ

ファイザー

モデルナ 

18歳 59歳 60歳以上

１・２回目
接種

３回目
接種

４回目
接種 基礎疾患等，医療従事者等

年 齢

※アストラゼネカは旭川市での取扱いなし

※１，２回目のワクチンの種類にかかわらず，交互接種が可能

※原則１，２回目は同一ワクチン（交互接種を認める場合もあり）

12歳
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ノババックス

ノババックス

小児用ファイザー
5歳 11歳

オミクロン株
対応

ファイザー
12歳以上

モデルナ
18歳以上

移行

１ 新型コロナワクチン接種の状況について



現在の接種の状況
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■ 全体の接種状況と年代別接種状況
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43.3%

5～11歳 12～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65歳～

1回目 2回目 3回目 4回目

82.8% 82.3%

64.8%

18.0%

0%
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40%
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80%

100%

全体

令和4年9月5日現在

１ 新型コロナワクチン接種の状況について



オミクロン株対応ワクチン検討の経過

厚生科学審議会（予防接
種・ワクチン分科会） 国からの通知 内  容

7月22日 7月22日
・今秋以降に実施を想定
・重症化リスクが高い高齢者等を対象（1･2回目接種した

すべての方を対象とすることも想定）

8月8日 8月8日
・10月半ば以降に実施予定
・1･2回目接種したすべての方を対象とすることを想定
・オミクロン株と従来株に対応した2価ワクチンを予定

9月2日 9月2日
・9月半ば過ぎに前倒し実施（4回目対象者で未接種の

方）
・10月半ばを目途に，1･2回目接種を完了した12歳以上

の全員に接種開始

9月中旬開催予定 通知
（見込み）
・供給予定
・接種開始時期 など

国からの通知後，改めてお知らせします。

7

２ オミクロン株対応ワクチンについて



オミクロン対応ワクチン接種の概要

■ 接種対象者
2回目接種を終えた12歳以上の方

■ 接種時期
前回接種（2回目，３回目，4回目）から5か月以上を経過後

■ 使用ワクチン

ファイザー社製（12歳以上）またはモデルナ社製（18歳以上）
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オミクロン株（BA.1)と従来株に対応した２価ワクチン

■ 接種開始
9月半ば過ぎ前倒し配送分

10月半ばを目途

4回目接種対象者で未接種の方，3回目
未接種の方（接種券を持った方）に接種
1･2回目接種を完了したすべての方を
対象に接種開始

※接種開始時期は9月中に国から示される予定。

２ オミクロン株対応ワクチンについて

※P.10の「接種券の配付パターンを参照



対象者別の接種ワクチン
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①１･２回目接種 
がまだの方

②４回目接種がま
だの方

③３回目接種 がま
だの方

④上記以外の方

従来型ワクチンによる
１･２回目接種を

速やかに実施

従来型ワクチンによる
４回目接種を
速やかに実施

従来型ワクチンによる
３回目接種を
速やかに実施

追加の接種なし

従来型ワクチンによる
１･２回目接種を

速やかに実施

従来型ワクチンによる
１･２回目接種を

速やかに実施

オミクロン株対応ワクチン
による４回目接種を

速やかに実施

オミクロン株対応ワクチ
ンによる３回目接種を

速やかに実施

従来型ワクチンによる
３回目接種を
速やかに実施

オミクロン株対応ワクチ
ンによる５回目接種を

速やかに実施

オミクロン株対応ワクチ
ンによる４回目接種を

速やかに実施
追加の接種なし

オミクロン株対応ワクチン
による４回目接種を

速やかに実施

１０月半ば以降オミクロン株対応ワクチン接種開始
（９月半ば過ぎ）まで

・60歳以上等＋ 18歳以上の医療従事者等

・3回目接種終了者で②の4回目接種の対象でない者
・60歳以上等＋18歳以上の医療従事者等で②の4回目接種終了者 オミクロン株対応ワクチンの4回目

接種(②)の完了が見込まれる場合は，
前倒し可能

２ オミクロン株対応ワクチンについて

９月末以降

国の資料に基づいて掲載しています
が，オミクロン株対応ワクチンの接
種も可能です。



接種券の配付パターン
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１･２回目完了者

３回目完了者

３回目未完了者

60歳以上の者

60歳未満の者 接種券配付済み

４回目接種済み

４回目未接種

４回目接種済み

４回目未接種

接種券所持

10月下旬～
順次発送

10月中旬以降
に発送

10月下旬～
順次発送

接種券未配付

接種券の配付

接種券所持

接種券所持

5か月後

5か月後

※10月半ばまでは，上記      の方の接種を進める。
※オミクロン株対応ワクチン接種は，現時点では１人１回の実施
 （例）３回目接種券を使ってオミクロン株対応ワクチンを接種した場合，４回目はなし。

接種券所持

２ オミクロン株対応ワクチンについて
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接種券の取扱いについて

①３，４回目の接種券を使用してオミクロン株対応ワクチンを接種するこ
とが可能です。

③４回目接種を従来ワクチンで接種した方に対しては，４回目接種から５
か月後に５回目接種券を発送し，オミクロン株対応ワクチンを接種する
ことが可能です。

②３回目もしくは４回目接種券を使用してオミクロン株対応ワクチンを接
種した場合は，その時点で接種完了となります。

 ※４回目，５回目の接種券の発送はなし

※オミクロン株対応ワクチン接種の当たり，接種券の取扱いは次のようになり
ます。

２ オミクロン株対応ワクチンについて



今後の接種見込み数

■ 接種見込み数

※３，４，５回目接種は，接種者数（２，３，４回目）から割り出した接種見込み数
※１・２回目接種は，今後見込まれる想定数（200人/月程度)

（人）
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10月以降の接種見込み数：253,400人

※令和5年３月末で特例臨時接種が終了する場合の見込み

43,600 44,600 42,700 

49,800 
53,100 

42,600 

20,600 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1･2～3回目 4回目 5回目

２ オミクロン株対応ワクチンについて



接種体制

■ 個別接種（継続）

■ 集団接種（継続）

・接種者数の状況に応じながら集団接種会場を設置する（原則土日開催）

引き続き市内医療機関での個別接種のご協力をお願いいたします。

旭川市総合防災センター ツルハビルディング旭川駅前 旭川地場産業振興センター

・接種状況を考慮しながら，接種メニューを準備する

■ 今後の接種体制の基本的考え
 現在の接種体制を維持・継続しつつ，オミクロン株対応ワクチンの円
滑な接種を進めるための体制を構築していく。
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 接種数の増加に対応するため，土日接種のほか，平日や夜間の開
催を検討する。

２ オミクロン株対応ワクチンについて



円滑な接種実施の取組（検討中）

■ 高齢者施設等（継続）

■ 会場への交通手段のない方
・バス送迎接種の実施

・高齢者施設等に対して，医療機関との調整の上，各施設において接種
を実施するよう通知する。

・施設での調整が困難な場合は，保健所が仲介する。
 （医療機関に対しては，保健所から協力医療機関を募集する。）

 実施日：10月31日(月)～11月14日(月)までの平日
 場 所：旭川市総合防災センター
 接種回数は問わない（３回目以降の接種であれば利用可能）

■ ひとりでは予約を取ることが難しい方（継続）

・予約サポートセンターの継続
支所等市内９か所において接種予約の支援等を実施

14

２ オミクロン株対応ワクチンについて



オミクロン株対応ワクチンの供給

■ オミクロン株対応ワクチンの供給予定

ファイザー(BA.1) モデルナ(BA.1)

第1クール 第2クール 第3クール 第1クール 第2クール

旭川市
配分見込み

16箱
（18,720回）

20箱
（23,400回）

24箱
（28,080回）

80箱
（4,000回）

43箱
(2,150回）

配送 9/19の週 9/26の週 10/3の週 9/19の週 9/26の週
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※上記スケジュール以降の供給予定は示されていない。

※旭川市では，９月27日から配送可能であり，各医療機関からのワクチン要求連絡表により
配送します。（ワクチン種類：ファイザー(BA.1)，モデルナ(BA.1)） 

※９月９日付けの通知では各医療機関ごとの配分数は示さないとしていましたが，御指摘を
多くいただいたため，配分を検討しております。配分数は別途お示しします。

 なお，従来型のワクチンは，今後も希望量を配送可能です。

２ オミクロン株対応ワクチンについて



5～11歳への3回目接種（小児接種）について

■ 現行

■ 改正内容

ファイザー社製ワクチンで１・２回目接種を実施

■ 対象
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旭川市では，小児科医院を中心に協力をいただき実施中

 9月6日，ファイザー社製ワクチンによる追加接種（3回目接種）が予防接
種法上の臨時接種に位置づけられました。

2回目接種を終了したすべての者

■ 接種間隔
2回目接種から5か月経過以降

■ 義務規定
関係法令の改定により5～11歳の接種も努力義務が適用

■ 接種券
本市では，9月末以降に発送する予定です。

３ ５～11歳への３回目接種（小児接種）について



生後6か月～4歳への接種（乳幼児接種）について

■ 現在の状況

■ ワクチンの内容

7月14日，ファイザー社製ワクチンの薬事申請（現段階では未承認）
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・0.4mlの薬液を2.2mlの生理食塩水で希釈。

※ 接種開始に当たりましては，医師会並びに接種協力医療機関と協議させていただきます。

・1バイアルあたり10回の採取が可能。
・小児（5～11歳）用，12歳以上用とは別の種類のものであり，明確に区別

して扱う必要がある。
・－90℃～－60℃で有効期限（12か月）までの間，2℃～8℃で10週間の間，

保存が可能。

４ 生後６か月～４歳への接種（乳幼児接種）について



オミクロン(BA.1)株対応 新型コロナワクチンの特性

ファイザー
(従来株の12歳以上用ワクチン)

ファイザー
(従来株/BA.1株の2価ワクチン)

モデルナ
（従来株のワクチン）

モデルナ
(従来株/BA.1株の2価ワクチン)

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 初回(1･2回目) ：0.3ml
追加(3回目以降)：0.3ml 追加(3回目以降)：0.3ml

初回(1･2回目) ：0.5ml
追加(3回目以降)：0.25ml 追加(3回目以降)：0.5ml

抗原量 従来株30µg 従来株15µg+BA.1株15µg
=30µg

初回：従来株100µg
追加：従来株50µg

追加：従来株25µg
   +BA.1株25µg=50µg

1バイアルの
単位

6回分(特殊な針･シリンジ)
5回分(一般の針･シリンジ) 6回分(特殊な針･シリンジ) 初回：10回分

追加：15回分以上 追加：5回分

最小流通単位
(一度に接種会場
に配送される最
小の単位)

195バイアル
(特殊な針・シリンジ：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)

195バイアル
(特殊な針・シリンジ：用いる場
合は1,170回接種分)
※195バイアル入った１箱の大
きさは従来株のワクチンと同じ

10バイアル
(初回：100回接種分)
(追加：150回以上接種分)

10バイアル
(追加：50回接種分)
※10バイアル入った１箱の大き
さは従来株のワクチンと同じ

保管温度

－75℃±15℃：15か月
－20℃±  5℃：14日
 ※1回に限り，再度－90℃ ～

－60℃に戻して保存可能
2～8℃：1か月

－75℃±15℃：12か月
－20℃±  5℃：不可
2～8℃：10週

－20℃±5℃：9か月
2～8℃：30日(※)
※9か月の有効期間中に限る

－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，解凍
及び希釈を1か月以内に行う
(解凍後の再凍結は不可)

・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
(解凍後の再凍結は不可)

・希釈後，室温で6時間以内に
使用する(希釈後に凍結する
ことは不可）

・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)

【一度針を刺したもの以降】
 2～25℃で12時間
 (解凍後の再凍結は不可)

【一度針を刺したもの以降】
 2～25℃で12時間
 (解凍後の再凍結は不可)

※赤字下線部分は，既存の製剤と異なる部分
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※2価ワクチンは薬事承認前であり，すべて予定の情報です
キャップ

カラー

特性

５ 資料等
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その他

■ オミクロン株対応ワクチンの説明書について
 既に配付されている３,４回目接種券には，オミクロン株対応ワクチンの説
明書が同封されておりません。
 ３,４回目接種券をお持ちの方が接種される際は，接種開始前に保健所から
各医療機関に説明書をお送りしますので，お手数ですが，説明書を配布し，
同意をいただいた上で接種していただくようお願いいたします。

○旭川市新型コロナワクチン特設サイト（本資料も掲載します）
 https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/

○厚生労働省 新型コロナワクチンホームページ
（自治体向け）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html
（医療機関向け）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html

 詳しい内容については，こちらもご参照ください。

○厚生労働省 厚生科学審議会（予防接種・ワクチン分科会）ホームページ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127713.html

５ 資料等
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コミナティ

ワクチン
メーカー:

ワクチン
製品名:

（連絡事項）ＶＲＳタブレットでの登録方法の一部変更

 ＶＲＳ登録でワクチンを選択する際に，これまでワクチンの名前で選択していましたが，
種類が増えたことからメーカーと製品名を組み合わせて選択する方法に変わりました。

現行 変更後

５ 資料等


