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令和3年1月7日の厚生労働省からの依頼に基づき、自治体向け手引き（※）
（第３章５（２）イ及びウ）に沿って、地域内（二次医療圏単位）の「人口
比率」と、国から情報提供された卸５社の「配送先軒数の比率」が近似す
るよう勘案し、各卸の拠点倉庫等もヒアリングの上、選定。

大阪府内の地域担当卸について

別添リスト参照

※「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」
令和２年12月17日初版（令和３年１月15日改訂）
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各市町村へのお願い

l 各市町村において、郡市区医師会等の団体や医療機関等と
調整を進められる際、自己の地域を担当する卸売販売業者
の企業名について共有していただくよう、お願いしたい。

l 複数の市町村間で一体的に接種体制を構築する場合、
国は同一の卸売販売業者が担当する必要があるとしており、
万が一、異なる卸売販売業者が割り当たっている場合には、
早急に府（薬務課）へ相談いただきたい。
※自治体向け手引き 第３章５（２）エの補正（２月末日迄）
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厚生労働省への提出リスト

団体コード 都道府県名 市区町村名 担当卸（選択式）
271004 大阪府 大阪市 メディセオ
271403 大阪府 堺市 アルフレッサ
272027 大阪府 岸和田市 ケーエスケー
272035 大阪府 豊中市 東邦薬品
272043 大阪府 池田市 東邦薬品
272051 大阪府 吹田市 東邦薬品
272060 大阪府 泉大津市 ケーエスケー
272078 大阪府 高槻市 スズケン
272086 大阪府 貝塚市 ケーエスケー
272094 大阪府 守口市 スズケン
272108 大阪府 枚方市 スズケン
272116 大阪府 茨木市 スズケン
272124 大阪府 八尾市 アルフレッサ
272132 大阪府 泉佐野市 ケーエスケー
272141 大阪府 富田林市 ケーエスケー
272159 大阪府 寝屋川市 スズケン
272167 大阪府 河内⻑野市 ケーエスケー
272175 大阪府 松原市 ケーエスケー
272183 大阪府 大東市 スズケン
272191 大阪府 和泉市 ケーエスケー
272205 大阪府 箕面市 東邦薬品
272213 大阪府 柏原市 アルフレッサ
272221 大阪府 羽曳野市 ケーエスケー
272230 大阪府 門真市 スズケン
272248 大阪府 摂津市 スズケン
272256 大阪府 高石市 ケーエスケー
272264 大阪府 藤井寺市 ケーエスケー
272272 大阪府 東大阪市 アルフレッサ
272281 大阪府 泉南市 ケーエスケー
272299 大阪府 四條畷市 スズケン
272302 大阪府 交野市 スズケン
272311 大阪府 大阪狭山市 ケーエスケー
272329 大阪府 阪南市 ケーエスケー
273015 大阪府 島本町 スズケン
273210 大阪府 豊能町 東邦薬品
273228 大阪府 能勢町 東邦薬品
273414 大阪府 忠岡町 ケーエスケー
273619 大阪府 熊取町 ケーエスケー
273627 大阪府 田尻町 ケーエスケー
273660 大阪府 岬町 ケーエスケー
273813 大阪府 太子町 ケーエスケー
273821 大阪府 河南町 ケーエスケー
273830 大阪府 千早赤阪村 ケーエスケー
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新型コロナウイルスワクチン等の流通について（申入れ） 

 

現在、新型コロナウイルスワクチン及び接種に当たって必要となる針・シ

リンジの配送を担当する医薬品卸売業者（以下「地域担当卸」という。）は、

医療関係者・国民への迅速な接種の実現のため、新型コロナウイルスワクチ

ン等を迅速かつ確実に配送するために、流通体制の強化やシステムの変更な

ど政府（厚労省）の求めに応じた最大限の協力を行い、流通体制の構築を進

めております。 

新型コロナウイルスワクチン等については、接種体制の構築に向け、厚労

省は大変な状況におかれていることとは存じますが、地域担当卸に開示され

ている情報は限定的であり、また、新型コロナウイルスワクチン等の流通ス

キームなどの変更により、各地域の現場には混乱が生じております。 

つきましては、新型コロナウイルスワクチン等を迅速かつ確実に配送する

ために、下記のとおり申し入れますので、ご検討の上、速やかに文書にてご

回答いただきますようお願い申し上げます。 



 

 

 

記 

 

１．ファイザー社製ワクチンの委託移送について 

（経過、現状） 

・ 令和 3年 1月 27日までは、厚生労働省健康局健康課予防接種室は

「地域担当卸はファイザー社製ワクチンについての移送業務に携わ

ることはない。」と説明されていた。 

・ 1月 28日に行われた地域担当卸向けの説明会において、予防接種

室より「基本型接種施設から連携型・サテライト型接種施設への冷

蔵での移送について、地域担当卸が医療機関等からその移送につい

て委託を要請された場合には、国（厚労省）としてはその判断を妨

げるものではない。」と、突然、見解の変更がなされた。 

・ 急遽、今までとは全く異なる見解を示されたため、自治体や医療

機関等から地域担当卸に対して、当該ワクチンの委託移送の要請が

多く寄せられ、各社はその対応に追われるなど、現場は大変混乱し

ている。 

（懸念事項） 

・ 地域担当卸は、具体的な業務内容や移送条件（移送先、温度管理

方法、資材の提供の有無など）、責任範囲や委託費用について、一

定の目安がなければ、委託移送を受けるか否かの判断ができない。 

・ 地域担当卸は、事前に移送スケジュールが示されなければ、人員

や車両等の資材について確保することができない。 

（申入れ） 

〇 ファイザー社製ワクチンの移送における具体的な移送条件等を、

早急に指示していただきたい。 

なお、ご対応いただきたい事項は「別紙」にまとめております。 

 



 

 

２．優先接種の対象の周知・徹底について 

（経過、現状） 

・ 令和 3年 1月 25日に行われた自治体向けの説明会では、優先接種

の対象である医療従事者等の範囲として、「バックヤードのみの業

務を行う職員や単に医療機関を出入りする業者で、新型コロナウイ

ルス感染症患者と頻繁に接することがない場合には、対象とならな

い。」と示されている。 

・ 一部の自治体や医療機関等からは、地域担当卸の配送員に対して、

優先接種の対象とするよう、医療機関として接種リストに加えてま

で接種するよう要請されている。 

（懸念事項） 

・ 地域担当卸の配送員に対して、優先接種を受けるよう要請されて

おり、地域担当卸はその対応に苦慮している。 

（申入れ） 

〇 自治体や医療機関ごとに優先接種の対象範囲の取扱いが異なって

いるため、早急に適用の運用について明示していただきたい。 

 

３．地域担当卸の通常の流通体制の活用について 

（経過、現状） 

・ 多くの医薬品卸では、平時において自社だけで営業エリアの流通

網を維持することは困難なため、医療機関等への配送や梱包等の業

務を子会社や外部運送会社の第三者へ委託し、営業エリアの流通網

を維持している。 

（懸念事項） 

・ 今回の新型コロナウイルスワクチン等の配送は、迅速かつ確実に

配送しなければならないため、通常の流通体制を維持・活用できな

ければ実現できない。 

 



 

 

（申入れ） 

〇 地域担当卸が第三者への委託を含めた通常の流通体制で配送業務

が行えるようにしていただきたい。 

 

 

４．「ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）」の構築について 

（経過、現状） 

・ 当初の計画から変更が生じ、現場は混乱し、相当な業務負担等が

発生している。 

（懸念事項） 

・ 未だに V－SYS の全容が把握できず、システム改修等の対応に遅

れが生じている。 

（申入れ） 

〇 V－SYSにおけるマニュアル等を速やかに地域担当卸にご提示いた

だくとともに、今後はできる限り、大規模な仕様変更が行われること

のないようにしていただきたい。 



【別 紙】 

 

※ ファイザー社製ワクチンの委託移送等について、ご対応いただきたい具体

的な事項は以下のとおりです。 

 

 

１．移送条件等について 

〇基本型接種施設において、保冷 BOX（バイアルホルダーに入れたワクチン・

保冷剤）、添付文書・シール等の書類、針・シリンジ、生理食塩水等が梱包

されていることを示していただきたい。 

  ・医薬品卸が内容物について確認しないで済めば、スムーズかつ迅速な配

送が可能となる。 

〇地区ごとに配送する連携型・サテライト型接種施設の施設数や配送先を示

していただきたい。 

  ・配送する日時と施設の場所をお知らせいただき、事前に打ち合わせをし

ておく必要がある。 

・医薬品卸は、新型コロナの除菌対策をしながら医薬品の通常配送を行っ

ており、余裕がない状況なので、当該ワクチンの移送のための専属車両・

配送員の確保には限界がある。 

〇ファイザー社製ワクチンの温度管理方法を示していただきたい。 

  ・適正な移送を行うために、ファイザー社製ワクチンの温度管理方法を示

していただく必要がある。 

〇ファイザー社製ワクチンの委託移送費用について、一定の目安を示してい

ただきたい。 

  ・通常の医薬品とは異なり、新型コロナワクチンについては、医薬品卸は

国から購入するのではなく、配送に協力させていただくものであるため、

国に単価などを示していただく必要がある。 

〇基本型接種施設から連携型・サテライト型接種施設への委託移送について、

まずは決定されたエリアの地域担当卸を候補としてご検討していただくこ

とを示していただきたい。 

  ・決定されたエリアの地域担当卸が担当した方が、移送がスムーズとなる

と考えられる。 

〇移送に必要な保冷ボックス等の資材は、どこが提供するのか、示していた

だきたい。 

・提供される個数やスケジュールによっては、医薬品卸において用意する

必要がある。 

 

 



   

２．地域担当卸の業務範囲等について 

〇今回の委託移送業務を、やむを得ない理由により、そのエリアの地域担当

卸が受けられない場合もあることを、自治体や医療機関等に対して周知し

ていただきたい。 

  ・他の医薬品の安定供給の確保などの理由により、やむを得ず、地域担当

卸が今回の委託移送業務を受けられない場合もあることを、自治体や医

療機関等にご理解していただく必要がある。 

〇今回の委託移送業務は、ファイザー社製ワクチンにおける業務に限定され

ていることを示していただきたい。 

  ・モデルナ/武田のワクチンやアストラゼネカのワクチンについても、同様

の委託移送業務が付加された場合には、相当の業務負担や混乱が生じ、

他の医薬品の安定供給に支障が生ずるおそれがある。 

 

３．地域担当卸の責任の所在等について 

〇破損したり廃棄されたワクチンの取扱いについて、国に方針を示していた

だきたい。 

・地域担当卸が行うことは想定していない。 

〇今回の委託移送業務について、地域担当卸には責任がないことを示してい

ただきたい。 

・当該業務では、伝票や受領確認するものがなく、紛失や数量不足等が発

生した場合に地域担当卸は責任を取ることができない。 

 

４．契約書等の様式等について 

〇契約書、受領書や請求書などの様式について、統一フォーマットを示して

いただきたい。 

・医療機関等や市町村ごとに様式が異なれば、地域担当卸に相当な業務負

担がかかり、迅速な配送を実現できないおそれがある。 

〇針・シリンジの契約書のように、国（厚労省）と地域担当卸が一括して契

約できるようにしていただきたい。 

・医療機関等や市町村などと個別契約となれば、地域担当卸に相当な業務

負担がかかり、迅速な配送を実現できないおそれがある。 

 

５．「ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）」の運用について 

  〇ファイザー社製ワクチンの委託移送について、V-SYS との関係を明確に示

していただきたい。 

・卸が今回の委託移送業務を担うこととなった場合、V-SYS への入力はで

きない。 


