
　2021年2月下旬から医療従事者等にコロナワクチン（ファイザー社）の接種を開始すると、厚生労働省は発表
しました。一方で、一般の方々への接種に関しては、コロナワクチン担当大臣が任命され、流通に向けた調整を日
本政府は行っております。

　日本では、ファイザー社、武田/モデルナ社、アストラゼネカ社の3社のワクチンが流通する予定と厚生労働省は発
表しており、依然として各社のコロナワクチン流通に向けてのコールドチェーン体制の確立が課題となっています。
　各社の保管温度は以下の通りです。
　・ファイザー社　      -75℃（±15℃で管理）
　・武田/モデルナ社　-20℃（±5℃で管理）
　・アストラゼネカ社　 2～8℃
　
　特に、ファイザー社のワクチンは、超低温環境下での保管が必要なために、ディープフリーザーを使用した保管方法
や、ドライアイスを冷媒とした保管方法の構築が課題にあげられています。
（※ 薬事承認前の情報であり全て予定情報です。）

  また、2021年1月27日に日本医師会の定例記者会見で、中川俊男会長がワクチン接種について、「普段の健
康状態を把握している掛かり付け医で安心して接種を受けられることが重要であると思います」　と発言し、今後は
コロナワクチンを一般の医療機関にも流通させる体制も課題となる可能性が予測されます。

COVID-19 ワクチン
輸送・保管



各ワクチン保管温度帯・輸送経路

ファイザー社、武田/モデルナ社のワクチンについては、接種前に解凍が必要で
その際の保管温度は2～8℃と言われています。

ファイザー社
ワクチン

-75℃（±15℃）

武田/モデルナ社
ワクチン

-20℃（±10℃）

アストラゼネカ社
ワクチン
2～8℃

海外・国内製造工場

卸倉庫・支店
（ディープフリーザー、冷蔵管理）

※ワクチン輸送ルートのイメージ

医療機関等（接種会場）

保冷ボックス＋ドライアイス

国内拠点倉庫
（ディープフリーザー、リーファコンテナ、冷蔵管理）

保冷ボックス等

接種者

保冷ボックス等

-75℃（±15℃） -20℃（±10℃） 2～8℃

＋

＋

＋

02



 

保管温度帯ごとの製品組み合わせ

＋
-75℃（±15℃）帯 ワクチン

-20℃（±10℃）帯 ワクチン

2～8℃帯 ワクチン

BioBox Freezer
[品番　SBE-FR32]

＋

＋

BioBox Cell
[品番　SBE-P10]

BioBox Cell
[品番　SBE-P10]

定温保管液体用 USB PDF リユーザブルデータロガー
[品番 40503]
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定温保管液体用 USB PDF リユーザブルデータロガー
[品番 40503]

超低温フリーザー用リユーザブルデータロガー
[品番 40555]



-75℃帯 ワクチン
輸送・保管

① 超低温冷凍設備が準備が困難 
② ワクチンの輸送・保管の温度管理の担保は︖ 
  ファイザー社ワクチンについては、-75℃（±15℃）での輸送・保管が必要で、接種前に2～8℃に解凍し保管
する必要もあると言われています。
（厚生労働省発表資料より）

　ワクチンの薬効を損なわずに安全に管理するために、ロガーや温度計を用いた正しい温度監視が必要となります。

  また、この温度環境を実現するには、ディープフリーザーもしくはドライアイスを冷媒とした保存環境の構築が必要と
なりますが、ディープフリーザーを準備する場合は、以下の課題が挙げられます。

・導入コストが高い　
・供給量が少ない
・政府主導での調達により品薄が続いている

　一方、ドライアイスを冷媒とした保存環境を構築する場合は、適切な容器を入手できれば比較的容易に準備す
ることができますが、以下の課題が挙げられます。

・粒状ドライアイスが角型ドライアイスと比べて、供給量が少ないため調達困難
・輸送容器が粒状ドライアイスを冷媒とするものが多い

① ドライアイスを使用した超高性能断熱ボックスで
　　-70℃以下で保管可能︕
② ISO/IEC 17025の温度校正付きロガーで
　　温度監視可能︕
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冷媒としてドライアイスを使用した
温度ロガー＋輸送容器のセット

超低温フリーザー用リユーザブルデータロガー　[品番 40555] 

BioBox Freezer [品番 SBE-FR32]

<仕様>
・温度測定範囲︓-100℃～39℃
・温度測定精度︓±0.5℃
・ケーブル長︓1m（3mタイプも発売予定）
・ロガーサイズ︓93mm × 40mm ×24mm
・データ取得方法︓USB接続

<仕様>
外寸︓560×440×H430mm
内寸︓400×285×H285mm
ワクチン保管室寸法︓270×240×H205mm　13.2L

-70℃以下を

約12日間
温度保持

角型ドライアイス

20kg
使用

無電源で
使用可能︕

ディープ
フリーザー

対応︕

ドライ
アイス
対応︕

ISO/IEC
17025
温度校正※

BioBox Freezer -70℃　温度試験

<温度計測試験実施条件>
①使用ボックス︓BioBox Freezer
②内箱︓ドライアイス仕切り
③ドライアイス（角型） 1kg × 20個（合計20.3kg）
保管条件︓①②③常温（約20℃）
※使用ロガー︓超低温フリーザー用リユーザブルデータロガー

販売元︓

販売元︓

商品URL

※有償オプションにて、-78℃、5℃の2点で温度校正が可能。

商品URL

繰り返し
使用
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内箱内左下
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-20℃帯 / 2～8℃帯 ワクチン
輸送・保管

① ワクチンの輸送・保管の温度管理の担保は︖ 
② 医療機関等での大量のワクチン保管・移動は︖ 

課題

　武田/モデルナ社ワクチンについては、-20℃（±10℃）での輸送・保管が必要で、接種前に2～8℃に解凍し
保管する必要もあると言われています。
  アストラゼネカ社ワクチンについては、ワクチンの一般的な保管の温度帯である、2～8℃での輸送・保管が必要と
言われています。
（厚生労働省発表資料より）

　ワクチンの薬効を損なわずに安全に管理するために、ロガーや温度計を用いた正しい温度監視が必要となります。

　一般的に医療機関がワクチンを保管する場合は、専用のフリーザー・冷蔵庫を準備し、アラーム付きロガー・温度
計を使用して温度監視を行っています。

　COVID-19 ワクチン接種については、国民全員が対象となり、特別にワクチンを接種できる会場を設置する必
要があります。医療機関の保管場所からワクチンを接種できる会場まで、保冷しながらワクチンを持ち運ぶ必要があ
ります。

 
① ISO/IEC 17025の温度校正付きロガーで
    温度監視
② 保冷ボックスを利用した適切なワクチンの温度管理 
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ワクチン温度管理の重要性
冷蔵・冷凍庫内の温度変化リスク 

40520（丸型センサータイプ）、40503（温度緩衝センサータイプ）
冷凍庫・冷蔵庫　実験データ

冷凍庫 冷蔵庫
温
度
℃

温
度
℃

40520（丸型センサータイプ） 40503（温度緩衝センサータイプ）

　グラフ内の赤い丸で、ワクチンの取り出しを想定した、冷蔵・冷凍庫のドアの開閉を行っています。
　その際に、　　40520（丸型センサータイプ）は、庫内の環境温度を測定するため、大きく温度が上昇しています。
　一方で、　　40503（温度緩衝センサータイプ）は、プロピレングリコールの液体温度を計測するため、
　滑らかに上昇しています。
　以上の点から、用途や測定したい対象物によって、使用するセンサーを使い分けることをお勧めします。

※ 用途によって使用するセンサーの種類を変えてますか︖

・丸型プローブセンサー（40520 丸型プローブセンサータイプ）は、庫内の環境温度を測定に適しています。
・温度緩衝センサー（40503  温度緩衝センサータイプ）は、プロピレングリコールの液体温度を測定するため、
　ワクチンのような液体温度を計測するのに適しています。

ワクチンの液体温度測定には、温度緩衝センサーを︕

※実験データは、家庭用冷蔵・冷凍庫を使用し、2つのセンサーを留めた状
態で、当社が実験したものになります。

40503（温度緩衝センサータイプ）40520（丸型センサータイプ）
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ワクチンの液体温度を
計測できる温度ロガー

定温保管液体用 USB PDFリユーザブルデータロガー
[品番 40503]

<仕様>
・温度測定範囲︓-50℃～47℃
・温度測定精度︓±0.5℃（-50℃～25℃）
　　　　　　　　　　　＋1.0℃（上記以外）　
・ケーブル長︓3m
・ロガーサイズ︓93mm × 40mm ×24mm
・データ取得方法︓USB接続

販売元︓

商品URL

液温
計測

ISO/IEC
17025
温度校正付※

WHO
認定

※商品代金に温度校正書発行費用が含まれております。
(-30℃～30℃の中から、1点ご指定の温度校正が可能。）

冷蔵庫

温
度
℃

　　　40520（丸型センサータイプ）のグラフと　　 40503 
（温度緩衝センサータイプ）のグラフを比較すると、上下の
波形のブレ幅が少ないのが、　　40503（温度緩衝センサ
ータイプ）になります。

　また、グラフ内の赤い丸において、ワクチンの取り出しを想定
した、冷蔵・冷凍庫のドアの開閉を行っていますが、その際に
も、　　40520（丸型センサータイプ）は庫内の環境温度を
測定するため、大きくグラフが動いています。
　液体であるワクチンの正しい温度を監視する場合は、その
状態に近づけた、温度緩衝センサーのご使用をおすすめしま
す。
　定温保管液体用 USB PDF リユーザブルデータロガー
[型番　40503]の商品では、ワクチンの温度状態に近い
グリコールを使用したボトル型のセンサーを採用しています。

※WHO認定・・・WHOに性能、品質、安全性のある商品（The WHO Performance, Quality and 
Safety (PQS) process prequalifies products）として、E006︓温度監視機器のカテゴリーにおいて
認証を得ています。
（PQS番号  E006︓047） 　
　　　　　　　　　　　　　
※WHOのHPに、品番40527とありますが、日本の国内での品番は40503になります。

-20℃の
フリーザー

対応︕

冷蔵庫内の温度測定実験データ

40520（丸型センサータイプ） 40503（温度緩衝センサータイプ）
※実験データは、家庭用冷蔵庫を使用し、2つのセンサーを留めた状態で、
　 当社が実験したものになります。
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-20℃帯 / 2～8℃帯 ワクチンを
12～24時間保持できる輸送容器

BioBox Cell [品番 SBE-P10]

12～24
時間

温度保持

無電源で
使用可能︕

-20℃（±10℃）帯ワクチン

保冷剤と内容物の間に蓄熱材を配置しているので、
製品の過冷却を防ぎます。

<仕様>
外寸︓340×260×H340mm
内寸︓250×175×H230mm
使用時間︓12～24時間（保冷剤による）

2～8℃帯ワクチン

商品URL
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BioBox Cell　温度試験（12時間)
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BioBox Cell　温度試験（24時間)

BioBox Cell　温度試験（12時間)

＜温度計測試験実施条件＞
①使用ボックス　︓　SBE-P10
②仕切り　︓　SBE-P10-ET
③TP-4-100×2枚
④3℃融点保冷剤　︓ 480g×2枚　
保管条件　︓　①②③　25℃保管　
　　　　　　　　　 ④　-20℃保管

＜温度計測試験実施条件＞
・使用ボックス　︓　SBE-P10
・内箱　︓　205×148×H58mm
　保管条件　︓　15℃
・-25℃融点保冷剤　︓ 500g×4枚　
 保管条件　︓ －40℃保管　
　→15分15℃（室温）保管後投入

＜温度計測試験実施条件＞
・使用ボックス　︓　SBE-P10
・内箱　︓　205×148×H58mm
　保管条件　︓　15℃
・-25℃融点保冷剤　︓ 500g×2枚　
 保管条件　︓ －40℃保管　
　→15分15℃（室温）保管後投入

12時間保持セット
・BioBox Cell　[品番 SBE-P10]︓1台
・12時間用アルミ仕切　[品番 SBE-P10-ET]︓1台
・バイアルホルダー（50本収納）[品番 SBE-P10-VH28]︓1個
・クールラボ3（480g）[品番 CL-3-480] ︓2枚

12時間保持セット
・BioBox Cell　[品番 SBE-P10]︓1台
・-20℃用アルミ内箱　[品番 SBE-P10-F]︓1台
・バイアルホルダー（50本立）[品番 SBE-P10-VH-20]︓1個
・-25℃融点保冷剤（500g）[品番 SBE-500W-25] ︓2枚

24時間保持セット
・BioBox Cell　[品番 SBE-P10]︓1台
・-20℃用アルミ内箱　[品番 SBE-P10-F]︓1台
・バイアルホルダー（50本立）[品番 SBE-P10-VH-20]︓1個
・-25℃融点保冷剤（500g）[品番 SBE-500W-25] ︓4枚

-20℃用アルミ内箱
品番︓SBE-P10-F
商品名︓-20℃用アルミ内箱
有効内寸︓205×148×H58mm

バイアルホルダー
品番︓SBE-P10-VH-20
外寸︓204×145×H48mm
穴径︓17φ

-25℃融点保冷剤
品番︓SBE-500W-25
商品名︓-25℃融点保冷剤（500g）
外寸︓250×160×T24mm

12時間用アルミ仕切
品番︓SBE-P10-ET
商品名︓12時間用アルミ仕切
有効内寸︓185×165×H165mm

バイアルホルダー
品番︓SBE-P10-VH28
商品名︓バイアルホルダー（50本立）
外寸︓176×164×H48mm
穴径︓17φ

3℃融点保冷剤
品番︓CL-3-480
商品名︓クールラボ3（480g）
外寸︓220×140×T20mm

-25℃融点保冷剤（500g）
2枚使用イメージ

-25℃融点保冷剤（500g）
4枚使用イメージ

販売元︓

周囲温度︓約35℃

周囲温度︓約35℃

周囲温度︓約35℃
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-20℃帯 / 2～8℃帯 ワクチンを
輸送・保管できる保冷庫

定温輸送保冷庫（医薬品輸送用） 
[型式 MHD14F-D-ES]

優れた
温度

均一性
長時間
維持

GDP
　対応︕

AC/DC
  対応︕

発売予定︓4月初旬

<仕様>※1

温度範囲︓-20℃ ～ 40℃
温度均一性※2︓±3℃（5℃時）、±5℃（-20℃時）
電源︓DC12V、AC100V
内法（mm）︓W340 × D178 × H140
外法（mm）︓W442 × D284 × H398
容積︓8.4L

※1 外囲温度が30℃、空の状態
※2 設定値に対して温度安定状態で、任意の時点における
有効空間内の温度の差。

※使用は、予告なく変更する場合があります。

製造元︓エスペック株式会社

真空断熱等の独自構造により優れた温度均一性を実現。
コンプレッサー式のため庫内温度を長時間維持可能。
（電源供給時）

振動に強く、省電力、ポータブルのため、医薬品倉庫から
医療機関への自動車輸送に最適。

優れた温度均一性を長時間維持

車載に特化した高信頼性・耐久性
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温
度
（
℃
）

経過時間 （Hr）

周囲温度

庫内端庫内中央

＜測定条件＞
・周囲温度：30℃

・無試料
・電源：ACアダプタ

性能実験データ
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デルタトラックジャパン株式会社
ISO/IEC17025︓2017

温度校正サービス

自社設備で
温度校正

-196℃
-78℃

-30～30℃
対応︕

　ISO/IEC 17025:2017は、国際標準化機構によって策定された、試験所及び校正機関を権威ある第三者認定機関が
認定する国際規格です。

　認定機関のペリージョンソンラボラトリーアクレディテーション インク(以下、
「PJLA」)は、試験所や検査機関を認定する機関の国際的組織である
ILAC(国際試験所認定協力機構:International　Laboratory 
Accreditation Cooperation)とMRA(国際相互承認協定:Mutual 
Recognition Agreement)を締結しています。
  ISO/IEC 17025:2017認定を受けたデルタトラックジャパンでは、右図認
定シンボル付きの温度校正証明書の発行を行っております。これはデルタトラ
ックジャパンが発行する温度校正証明書が、国際的に認められ、国内外の
計量標準にトレーサブルであることを意味します。Accrediation#85110は
デルタトラックジャパン温度校正施設の認定番号となります。

ISO/IEC 17025︓2017

認定シンボル

デルタトラックジャパンが発行する温度校正証明書は
①ILAC MRAマーク及びPJLAシンボル付きです。
②国際的に認められ、国内外の計量標準にトレーサブルです。

デルタトラックジャパンでの温度校正
　当社では、高品質で信頼性の高い製品とサービスをお客様にご提供できるように努めております。 当社では
温度記録トレーサビリティのための温度校正作業及び、校正証明書発行をはじめとした、様々な技術サポー
トをご提供致します。　ご提供したソリューションや製品が本来の機能・性能を維持するのを担保することで、
お客様でのSOP (標準作業手順) の適正運用や、　国内GDP （医薬品の流通に関する基準）、 
FDA (アメリカ食品医薬品局）規制、NIST(アメリカ国立標準技術研究所）の国際計量基準等の多様
な規制・基準の要求事項への適合をお手伝い致します。 

トレーサビリティ体系図
　すべての温度校正作業は、右記の図に示されるトレーサビリ
ティ体系に従っております。日本工業規格温度校正方法通則
JIS Z 8710の接触式温度校正法の比較法により温度校正
を行います。また極低温については、産業技術研究所「計量
標準報告Vol.8, No1]に基づく温度校正方法で校正を行い
ます。当社の基準原器（社内一次標準器）は、NIST(アメ
リカ国立標準技術研究所）の測定器を頂点とするトレーサビ
リティ体系で温度校正を実施しております。
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問い合わせ一覧

株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 
東京都文京区本郷2-34-9

TEL 03-3814-0285  FAX 03-3814-0286

MAIL  mail@sugiyama-gen.co.jp

HP https://www.sugiyama-gen.co.jp/
 

デルタトラックジャパン株式会社

〒559-0034 
大阪府大阪市住之江区南港北 2-1-10
アジア太平洋トレードセンター ITM棟 4F

TEL 06-6616-5900  FAX 06-6616-5902

MAIL  salesinfo@dtijapan.co.jp

HP https://www.dtijapan.co.jp/
 

HP HP


