
オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種に関するＱ＆Ａ 

(令和４年 12月 16日版) 

 

 

※オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種の概要等については、下記 URL に掲載している資料

をご参照ください。 

（全般・VRS関係）https://www.mhlw.go.jp/content/000992507.pdf 

（V-SYS関係）https://www.mhlw.go.jp/content/000992700.pdf 
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■接種対象・接種間隔等 

１．オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種の接種対象者を教えてください。 

（答） 

 職域追加接種で使用するワクチンは、モデルナ社の従来株とオミクロン株（BA.1）の２価

ワクチンとなりますので、接種対象者は、初回接種を完了した 12 歳以上の者(※１)であっ

て、最終の接種から３か月以上経過した者（※２）となります。 

 ※１ 12月 13日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、モデルナ社のオミ

クロン株対応ワクチン（BA.1 対応及び BA.4-5 対応の両方を含む。）の接種対象年齢を「18 歳以

上」から「12歳以上」に拡大することが了承され、12月 14日より「12歳以上」で接種が実施可

能となりました。 

※２ 10月 20日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、オミクロン株対応

ワクチン接種を行う場合の最終の接種からの間隔を「５か月以上」から「３か月以上」に短縮する

ことが了承され、10 月 21日より「３か月以上」で接種が実施可能となりました。 

（令和４年９月 20日付け事務連絡「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの職域追加接種の開始
について」・令和４年 10月 20日付け事務連絡「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体
制確保について（その６）」掲載・令和４年 12月 13日付け事務連絡「オミクロン株に対応した新型コ
ロナワクチンの接種体制確保について（その８）」掲載） 

 

 

２．オミクロン株対応ワクチンが追加接種のみで初回接種として接種されないのはなぜで

すか。 

（答） 

 オミクロン株対応ワクチンは、現時点で追加接種として臨床試験がなされており、追加接

種の用法のみで薬事承認がなされています。今後、新たなデータが得られれば初回接種の用

法も含めて薬事承認がなされることも考えられますが、現時点では、薬事承認に基づき、初

回接種としては接種しないこととしています。 
（令和４年９月 22日企業向け説明会資料「新型コロナウイルスワクチンの職域追加接種について（オミ
クロン株対応ワクチン）」P26掲載） 

 

 

３．オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種会場で初回接種を実施することはできます

か。 

（答） 

 オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種において使用するワクチンは、上記Ｑ＆Ａ２の

とおり、初回接種としては接種しないこととされています。 

また、オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種会場では、従来株ワクチンの接種は実施

しないこととしています。 

初回接種の希望者に対しては、自治体等で実施している接種をご案内いただくようお願い

します。 

（令和４年 10月６日掲載）  



■申込み 

４．前回の職域接種と異なる会場や医療機関で登録することはできますか。 

（答） 

実施の申込みの段階では、前回と異なる会場所在地や医療機関の登録は可能です。ただし、

その場合は新規 ID等の発行が必要となりますのでご留意ください。 

（職域追加接種に関するＱ＆Ａ ２－１，２－２（令和４年１月 20日版）掲載） 

 

 

５．前回の職域接種から会場数を変えることは可能ですか。 

（答） 

 可能です。この場合、申込みの内容によっては、厚生労働省から事情確認等のためご連絡

をする可能性があります。 

（職域追加接種に関するＱ＆Ａ ２－３（令和４年１月 20日版）掲載） 

 

 

６．申込みの後に登録した会場や医療機関の変更は可能ですか。 

（答） 

 これまでの職域接種と同様に、申込み内容についての厚生労働省での確認が完了した後は、

登録いただいた接種会場・医療機関に関する情報の変更はできません。このため、申込みま

でに入念な準備・調整を行っていただき、接種体制を確定させて上で実施の申込みを行って

ください。 

 なお、申込み時に登録した医療機関が費用請求を一元的に行うことを前提として、協力医

療機関を設けることは可能です。 

（職域追加接種に関するＱ＆Ａ ２－５（令和４年１月 20日版）掲載） 

 

  



７．３回目の職域追加接種の完了報告が未提出ですが、オミクロン株対応ワクチンの職域

追加接種の申込みを行うことはできますか。 

（答） 

 ３回目の職域追加接種を実施している場合は、当該接種に係る完了登録（※）を行った上

で、オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種の申込みを行っていただくようお願いします

（３回目の職域追加接種で貸与した冷凍庫は国が回収し、オミクロン株対応ワクチンの実施

に当たって新たに冷凍庫を貸与します。）。 

 なお、仮に、３回目の職域追加接種の完了登録を実施せずにオミクロン株対応ワクチンの

職域追加接種の申込みを実施した場合は、当該申込みが却下されることとなりますのでご留

意ください。 

 ※「新型コロナワクチン追加接種（３回目接種）に係る職域接種の廃棄報告及び完了登録等の取扱い

について（協力依頼）」（令和４年３月９日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡） 

【厚生労働省 HP】https://www.mhlw.go.jp/content/000911088.pdf 

（令和４年９月 20日付け事務連絡「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの職域追加接種の開始

について」掲載） 

 

 

８．総接種予定人数が 500人未満になる見込みですが、申込みは可能ですか。 

（答） 

 小規模の職域接種会場が多数設置されることによる地域の医療体制への影響やワクチン

の効率的な配送の観点から、１会場当たりの接種対象者については 500人以上を想定してい

ます。 

 接種対象者の範囲の拡大を図る等により、500人以上が見込まれる場合に実施のお申し込

みをお願いします。 

それでもなお、想定接種人数が 500人に満たない場合には、厚生労働省健康局予防接種担

当参事官室にご相談ください。 

（令和４年９月 20日付け事務連絡「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの職域追加接種の開始

について」掲載） 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/000911088.pdf


９．申込みが可能なのはこれまで職域接種を実施した企業・大学等のみですか。 

（答） 

 職域接種の実施に当たっては、医療従事者等の接種体制の確保、V-SYS上の各種手続きや

厳格なワクチン管理等の対応が求められることから、こうした一連の作業のノウハウが必要

であること、また、これまでの接種を職域接種で受けた方の利便性の観点から、これまで同

様、過去に職域接種を実施した経験のある企業・大学等のうち、実施を希望する企業・大学

等としています。 

（令和４年９月 20日付け事務連絡「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの職域追加接種の開始

について」掲載） 

 

 

■ワクチンの取扱い 

10．配送されたワクチンは冷凍保管をしなければならないですか。 

（答） 

 オミクロン株対応ワクチンの追加接種は１回の接種であり、２週間以内に全ての接種対象

者への接種を完了することが可能な場合で接種会場が希望する場合には、冷蔵での保管も可

能です。ただし、冷蔵庫は医療用のものを使用し、適正温度帯（※）を遵守すること、冷蔵

状態で 30日を経過したワクチンは速やかに廃棄することについて留意してください。 

 ※モデルナ社のワクチンの冷蔵保管における適正温度帯は、２℃～８℃です。 

（職域追加接種に関するＱ＆Ａ ５－４（令和４年１月 20日版）掲載） 

 

 

11．余剰となったワクチンは他の会場に移送することは可能ですか。 

（答） 

 オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種では、これまでの職域接種時と同様、モデルナ

社ワクチンを会場間で移送することは認めておりません。予約キャンセル等による接種予定

数の増減に伴うワクチンの余剰調整は、２週間毎の接種予定数を登録いただく接種計画の順

次の更新等の徹底により必要なワクチン量の調整を行うことや、接種対象者を拡大して新た

な接種の呼びかけをしていただくなどにより、ワクチンを活用しきっていただくことを目指

してご対応いただくことになります。 

（職域追加接種に関するＱ＆Ａ ５－４（令和４年１月 20日版）掲載） 

  



12．オミクロン株対応ワクチンの BA.1対応型ワクチンと BA.4-5対応型ワクチンのどちら

の方が効果がありますか。BA.4-5対応型ワクチンを接種できるようになれば BA.1対

応型ワクチンの接種は控えたいという方もいるのではないですか。 

（答） 

 現時点の知見を踏まえた専門家による検討では、従来株と現在流行しているオミクロン株

との間の抗原性の差と比較すると、オミクロン株の中での亜系統間の抗原性の差は大きくな

いことが示唆されており、オミクロン株対応ワクチンは、オミクロン株の種類（BA.1と BA.4-

5）に関わらず、オミクロン株成分を含むことで、従来株ワクチンを上回る効果があること、

オミクロン株と従来株の２種類の成分が含まれることで、今後の変異株に対しても有効であ

る可能性がより高いことが期待されています。 
（令和４年９月 22日企業向け説明会資料「新型コロナウイルスワクチンの職域追加接種について（オミ
クロン株対応ワクチン）」P26掲載） 

 

 

13．オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種で BA.4-5 対応型のワクチンを接種するこ

とは可能ですか。 

（答） 

 オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種で使用するワクチンは、モデルナ社の BA.1 の

２価ワクチンとしており、現時点で BA.4-5 の２価ワクチンを使用することは想定していま

せん。 

（令和４年 10月６日掲載） 

 

 

■接種費用 

14．オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種で支払われる費用について教えてくださ

い。 

（答） 

 オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種で支払われる費用については、これまでと同様、

接種１回に当たり 2,070円（税込 2,277円）となります。 
（令和４年９月 22日企業向け説明会資料「新型コロナウイルスワクチンの職域追加接種について（オミ
クロン株対応ワクチン）」P23掲載） 

 

 

15．オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種でも、中小企業・大学等に対する追加支援

策はありますか。 

（答） 

 これまでの職域接種と同様の財政支援を継続する予定です。 

（令和４年９月 22日企業向け説明会資料「新型コロナウイルスワクチンの職域追加接種について（オミ

クロン株対応ワクチン）」P23掲載） 



■その他 

16．オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種でも-20℃冷凍庫は貸与されますか。 

（答） 

 貸与します。なお、-20℃冷凍庫が不要の場合は、実施の申込み時にその旨を入力くださ

い。また、冷蔵保管する場合は、上記Ｑ＆Ａ10をご確認ください。 

（令和４年９月 20日付け事務連絡「オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの職域追加接種の開始

について」掲載） 

 

 

17．オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種を申し込む前に、３回目の職域追加接種で

使用した会場の診療所廃止届を提出する必要はありますか。 

（答） 

 オミクロン株対応ワクチンの職域追加接種を実施する場合であって、会場及び医療機関が

変わらない場合は、３回目の職域追加接種を完了する際の廃止届の提出は不要です。 

（職域追加接種に関するＱ＆Ａ ７－４（令和４年１月 20日版）掲載） 

 

 

  



18．職域接種会場でオミクロン株対応ワクチンとインフルエンザワクチンの接種を同時に

実施することはできますか。 

（答） 

診療所開設等に係る届出等について通常の手続きの取扱いにより開設された診療所等に

おいては、従前通りの職場内接種又は診療所等における接種として、インフルエンザワクチ

ンの接種をオミクロン株対応ワクチンの接種と同時に行うことが可能です。 

ただし、令和３年６月 14 日付け事務連絡（※）にお示しした特例的な取扱いにより、新

型コロナワクチンの接種のために、新たに一時的に開設された診療所においては、インフル

エンザワクチンの接種を実施することはできません（令和３年６月 14 日付け事務連絡にお

示しした特例的な取扱いとは、新型コロナワクチン接種のための医療法上の臨時的な取扱い

によるものです。）。 

  

（※）「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨

時的な取扱いについて（その４）」（令和３年６月 14 日厚生労働省医政局総務課事務連絡）

（https://www.mhlw.go.jp/content/000793192.pdf） 

 

【同時接種を実施する場合の留意点】 

○  職域接種会場でインフルエンザワクチンの接種を同時に実施する場合でも、インフ

ルエンザワクチンの接種は任意であり、予防接種法の定期接種の対象者となる 65歳以

上の方等を除き、原則的に全額自己負担となります。 

 

○  同時接種を実施する場合は、それぞれのワクチンに係る下記の取扱いに十分留意す

るとともに、円滑な接種実施のための体制整備等をお願いいたします。 

・新型コロナワクチンは筋肉内注射、インフルエンザワクチンは皮下注射であること。 

・各ワクチンの局所反応を区別できるようにそれぞれ別の腕に接種する（難しい場合で

も接種部位の間隔を 2.5㎝以上あけることが望ましい）こと。 

（令和４年 11月８日掲載） 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000793192.pdf

