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動機

• 松原市民体育館で行われている集団接種のワクチン調製を 3 回経験させ
ていただき、ファイザー社製ワクチンが身近な存在になったため

• 武田 / モデルナ社製のワクチンが使用されている、マイドームおおさか
の大規模接種会場に指導薬剤師の先生が出務することになり、
武田 / モデルナ社製ワクチンとファイザー社製ワクチンの違いについて
気になったため

• 新型コロナワクチンを取り扱うなかで薬剤師が実施できることは何なの
か、気になったため



ファイザー社製コロナワクチンについて

商品名：コミナティ筋注

接種対象年齢：12歳以上

有効性：95.0％

安全性：主な副反応は、頭痛、関節や筋肉の痛み、注射した部分の
痛み、疲労、寒気、発熱等。
まれに起こる重大な副反応として、ショックや
アナフィラキシーがある。
また、ごくまれではあるものの、ワクチン接種後に
軽症の心筋炎や心膜炎が報告されている。(*)
(*) 1 回目よりも 2 回目の接種の後に多く、若年者、
特に男性に多い傾向がある。

参考：ファイザー社のワクチンについて｜
厚生労働省 (mhlw.go.jp)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_pfizer.html#001


武田 / モデルナ社製コロナワクチンについて

商品名：COVID-19ワクチンモデルナ筋注

接種対象年齢：12歳以上

有効性：94.1％

安全性：注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、
発熱等。接種直後よりも接種翌日に痛みを感じる方が多い。
接種後１週間程度経ってから、痛みや腫れなどが起きることも
ある。
まれに起こる重大な副反応として、ショックや
アナフィラキシーがある。
また、ごくまれではあるものの、ワクチン接種後に軽症の
心筋炎や心膜炎が報告されている。(*)
(*) 1 回目よりも 2 回目の接種の後に多く、若年者、
特に男性に多い傾向がある。

参考：武田／モデルナ社の新型コロナワクチンについ
て｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

参考：「COVID-19ワクチンモデルナ筋注」の日本に
おける接種対象年齢の拡大について (takeda.com)
2021.07.30 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_moderna.html
https://www.takeda.com/ja-jp/announcements/2021/covid-19/


ファイザー社製と武田 / モデルナ社製の相違点

ファイザー社製 武田 / モデルナ社製

接種量 0.3mL / 回 0.5mL / 回

接種間隔 21日間隔 28日間隔

希釈の有無 有 無

微粒子混在時の使用可否 使用不可 使用可能



新型コロナワクチン供給と管理、監査

・品質に影響を与える因子を考慮したうえで、定められた
保存条件で保管されている

・適切な在庫管理を実施する

・調整されたワクチンを正確に監査する



ファイザー社製 武田 / モデルナ社製

●冷凍保存
−75 ℃ ±15 ℃ で6カ月間保管可能

−20 ℃ ±5 ℃ で14日間保管可能
（1回限り、再度 −75 ℃ ±15 ℃ に戻
し保管可能）

●解凍
冷蔵（2～8 ℃ ）で解凍後、1カ月保管
可能
解凍後は再冷凍しない
（2021.05.31 改定）

室温（1～30 ℃ ）で解凍する場合は、
解答と希釈を2時間以内に行う

希釈後は2～30 ℃ で保管し、6時間以内
に使用する

●冷凍保存
−20 ℃ ±5 ℃ で製造日から6カ月保管
可能

●解凍
2～8 ℃ で未使用バイアルを30日間保管
可能
8～25 ℃ で未使用バイアルを12時間保
管可能
解凍後は再冷凍しない

●注意点
希釈の必要はない

接種直前は常温（15～25 ℃ ）で15分
放置する必要がある

一度針を刺したバイアルは6時間以内に
使用する

参考：ワクチンの取り扱い (pfizer-covid19-vaccine.jp) 参考：000785628.pdf (mhlw.go.jp)

定められた条件

https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000785628.pdf


●ファイザー社製

定められた条件

参考：ワクチンの取り扱い
(pfizer-covid19-vaccine.jp)

参考： 000738743.pdf 
(mhlw.go.jp)
コミナティ筋注 添付文書
2021.7.23

https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11123000/000738743.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11123000/000738743.pdf


●武田 / モデルナ社製

定められた条件

参考：000785628.pdf (mhlw.go.jp)
武田 / モデルナ社ワクチンの特性について 総括 参考：00069615.pdf (japic.or.jp)

COVID-19ワクチンモデルナ筋注 添付文書
2021.07.30

https://www.mhlw.go.jp/content/000785628.pdf
https://pins.japic.or.jp/pdf/newPINS/00069615.pdf


影響を与える因子

●直射日光と紫外線

⇒解凍後も遮光保存する
（室内照明による曝露を最小限に抑える）

トレイの上に調整したワクチンを置き、その上に遮光目的でキムタオルや
遮光袋を被せて払い出す

参考： 000738743.pdf (mhlw.go.jp)
コミナティ筋注 添付文書 2021.7.23

https://www.mhlw.go.jp/content/11123000/000738743.pdf


影響を与える因子

●振動

⇒希釈前と分注前の転倒混和は、泡立たないように、
穏やかにバイアルを振り動かす。
決して激しく振り混ぜない。

参考：000785628.pdf 
(mhlw.go.jp)
武田 / モデルナ社ワクチン
の特性について 総括

参考：ワクチンの取り扱い
(pfizer-covid19-vaccine.jp)

https://www.mhlw.go.jp/content/000785628.pdf
https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp/%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84.pdf


ファイザー社製 武田 / モデルナ社

その日に予約している人数から、使
用するバイアル数をあらかじめ計算
し、冷蔵庫から取り出し解凍してお
く。

すべての調整が終わると、最後の人
が接種終わるまで待機する。

もう誰も来ないとなると、その日使
用したバイアルを数え、用紙に記載
する。

ワクチン充填・使用記録を作成する。

何本採取したかを記入し、払いださ
れる。

在庫管理について



監査について

●希釈したワクチンを正しい接種量まで秤量できているか確認する

●異物や空気が混入していないか確認する

●変色やその他の異常が無いか確認する

目盛りに合わせるゴム栓部分



監査について

●粒子の有無

ファイザー社製は希釈後に微粒子が認められた場合は使用しないでください
と記載されている

武田 / モデルナ社は白色もしくは半透明の微粒子を認める場合がある
と記載されている

参考： 000738743.pdf 
(mhlw.go.jp)
コミナティ筋注 添付文書 2021.7.23

https://www.mhlw.go.jp/content/11123000/000738743.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11123000/000738743.pdf


まとめ

・ファイザーHPや Pmda 、厚生労働省のホームページを確認し、
最新情報を確認する

・現状として
ワクチンの接種実績は、総接種回数が 7400 万回となった。
少なくとも、1 回目の接種を受けた国民が 35% を超え、65 歳以上の
高齢者に限ると 83％ の方が 1 回目の接種を終え、62％ の高齢者が
2 回目の接種を完了している。

多くの国民がワクチンを待ち望んでいるなか、冷蔵庫のプラグ抜けや
故障が原因で、定められた保存条件を満たさず、何千回ものワクチン
を廃棄している。
これに関して、私はワクチンを適切な温度で管理すること (品質管理) 
の大切さに気が付いた。

参考：新型コロナワクチンについて | 首相官邸ホーム
ページ (kantei.go.jp) 2021.07.23 現在

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html#:~:text=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%20%E7%B7%8F%E6%8E%A5%E7%A8%AE%E5%9B%9E%E6%95%B0%EF%BC%9A%2060%2C257%2C292,%E5%9B%9E%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%93%E5%B9%B4%EF%BC%97%E6%9C%8812%E6%97%A5%E5%85%AC%E8%A1%A8%EF%BC%89%20%EF%BC%88%EF%BC%8B2%2C907%2C068%20%EF%BC%89


今後の日本社製ワクチンの見通し

参考：Q＆Aで学ぶ新型コロナワクチン：
日経Gooday（グッデイ） (nikkei.co.jp)
2021/04/22 の記事

https://gooday.nikkei.co.jp/atcl/report/21/041900013/042000001/?P=2


ご清聴ありがとうございました。


