
2022年 3 月

販売名の変更について
販売名を「スパイクバックスTM筋注（旧販売名：COVID-19ワクチンモデルナ筋注）」
に変更することに伴い、外箱及びバイアルラベルのデザインを変更いたします。

従来品 変更品

COVID-19 ワクチンモデルナ筋注 スパイクバックスTM筋注

＊販売名は変更になりますが、効能又は効果、用法及び用量等接種上の注意（含・接種不適当者）は、同じです。
＊ スパイクバックス筋注は、外箱及びバイアルラベルのデザインを全世界で共通化するためデザイン①よりデザイン②に変
更します。

＊ 当社及び地域担当卸の在庫状況により両販売名の製品（スパイクバックス筋注については2種類のデザイン製品） が同時
期に流通する可能性があります。

外箱等寸法の変更について
従来品：COVID-19
ワクチンモデルナ筋注

変更品：スパイクバックスTM筋注
デザイン① デザイン②

外箱（10バイアル封緘） 126×51×60mm 130×61×61mm 130×61×61mm
元箱（外箱 12 箱封緘） 267×169×135mm 280×200×140mm 280×200×140mm

変更品出荷時期・Lot番号
製  品  名 包  装 変更品出荷時期 変更品初回 Lot番号

スパイクバックスTM筋注 5mL×10バイアル
デザイン①  2022年1月 000048A
デザイン②  2022年3月 000283A

＊変更品の納入時期は当社及び地域担当卸の在庫状況により変更品出荷時期と異なる場合がありますこと、ご了承
ください。

その他の変更について
● 変更品では、封緘テープの大きさを25×25mmにしました（従来品：45×50mm）。
● 変更品では、外箱内バイアル仕切り板を外箱に接着しました（従来品：非接着）。
● 変更品では、外箱内にある緩衝材の素材をスポンジ質にしました（従来品：紙質）。

デザイン①

デザイン②

販売名、外箱寸法等の変更のご案内
の

スパイクバックスTM筋注

デザイン①

＊販売名は変更になりますが、効能又は効果、用法及び用量等接種上の注意（含・接種不適当者）は、同じです。
＊ スパイクバックス筋注は、外箱及びバイアルラベルのデザインを全世界で共通化するためデザイン①よりデザイン②に変

デザイン②

※赤色の網目模様は封緘テープを表わしています（実際には網目模様の印刷はありません）

変更品コード一覧
「YJコード」を除き、各種コードはCOVID-19ワクチンモデルナ筋注と同じです。

製 品 名
GS1コード

調剤包装単位 販売包装単位 元梱包装単位
04987123565202 14987123002407 24987123002404

統一商品コード HOT13番号 JANコード YJコード
123002400 1821116010101 4987123002400 631341EA1038

スパイクバックスTM筋注
デザイン①とデザイン②で共通



2022年2月

医療関係者の皆様へ
武田薬品工業株式会社

謹啓
平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
当社が販売する「「スパイクバックスTM筋注」」について、バイアルゴムキャップ（ゴム栓）
の形状を変更した製品（変更品）の流通を開始しました。
そのため、従来品と変更品とが同時に流通することになりますのでご案内申しあげます。

謹白

｢｢スパイクバックスTM筋注」」のバイアルゴムキャップ（ゴム栓）の形状変更品
の流通開始のご案内

従来品で明示されていた中央サークルが無い形状のゴム栓を用いた製品です。
形状は変更となりましたが、材質及び品質、ゴム栓の機能は従来品と同じです。

形状変更品について

形状変更品の生産の理由
全世界で需要が増加している本ワクチンの安定供給を保持するための対応です。

※ なるべく中心部で2回目以降は同じ場所を避けて穿刺する等、コアリングを発生させないように注意し
てください。

3-5-1839

従来品 変更品



「   　　　　　　　　　　　   　」の
接種上の注意の改訂及び

販売名変更のご案内

次頁へつづく

当社のCOVID-19ワクチンモデルナ筋注の接種上の注意を改訂するとともに、
販売名を「スパイクバックスTM筋注（旧販売名：COVID-19ワクチンモデルナ
筋注）」に変更いたしますので、ご案内申しあげます。

主な接種上の注意の改訂点

主な追加免疫（3回目の接種）に関する記載

⃝追加免疫（3回目の接種）に関する記載が追記されました。
⃝保存期間、保管条件が変更となりました。

＊上記は主な改訂点です。詳細は最新の添付文書でご確認ください。

追加免疫（追記されました） 初回免疫（変更はありません）
6. 用法及び用量 1 回 0.25mLを筋肉内に接種する。 6. 用法及び用量

1 回 0.5mLを 2 回、通常、4 週間の
間隔をおいて、筋肉内に接種する。

7.2.1 接種対象者 18 歳以上の者。
SARS-CoV-2 の流行状況や個々の
背景因子等を踏まえ、ベネフィットと
リスクを考慮し、追加免疫の要否を判
断すること。

7.1.1 接種対象者
12 歳以上の者

7.2.2 接種時期 通常、本剤 2 回目の接種から少なく
とも 6ヵ月経過した後に3回目の接種
を行うことができる。

7.1.2 接種間隔
1 回目の接種から4週間を超えた場合
には、できる限り速やかに2回目の接
種を実施すること。

7.2.3 初回免疫として他の SARS-CoV-2
ワクチンを接種した者に追加免疫とし
て本剤 0.25mLを接種した臨床試験
は実施していない。

7.1.3 接種回数
本剤は 2 回接種により効果が確認さ
れていることから、原則として、他の
SARS-CoV-2 に対するワクチンと混
同することなく2回接種するよう注意
すること。

※項目の数字は添付文書の項目番号です

※項目の数字は添付文書の項目番号です

項目 改訂後 改訂前
14. 適用上の注意
14.1.5

本剤の 1バイアルには初回免疫の用量（1回 0.5mL）
として10 回接種分、追加免疫の用量（1回 0.25mL）
として20回接種分の薬液が充填されている。ただし、
使用する注射筒及び注射針によっては追加免疫の用
量を 20 回採取できないことがある。1回 0.25mL を
採取できない場合、残量は廃棄すること。また、栓へ
の 20 回を超える穿刺は行わないこと。

本剤の 1バイアルに
は10回接種分の用量
が充填されている。

最新の添付文書
が確認できます



保存期間、保管条件の変更について

改訂後の保存温度と保存期間（まとめ）

項目 改訂後 改訂前

14. 適用上の注意
14.1  薬剤調製時の

注意
14.1.3

使用前であれば、解凍後、遮光して 2～
8℃で最長 30 日間、8 ～ 25℃で最長 24
時間保存することができる。いずれの場
合も有効期間内に使用すること。

使用前であれば、解凍後、遮
光して 2～ 8℃で最長 30 日間、
8 ～ 25℃で最長 12 時間保存す
ることができる。いずれの場
合も有効期間内に使用するこ
と。

14. 適用上の注意
14.1  薬剤調製時の

注意
14.1.9

一度針を刺したバイアルは、遮光して 2
～ 25℃で保存し、12 時間以上経過した
ものは廃棄すること。

一度針を刺したバイアルは、
遮光して 2～ 25℃で保存し、6
時間以上経過したものは廃棄
すること。

20. 取扱い上の注意
20.2

－50℃以下で保管しないこと。 －40℃以下で保管しないこと。

保存温度 保存期間

解凍後の薬液

2 ～ 8℃ 冷凍庫から取り出した日から最長 30日間
※使用する際は常温に戻してください

8～ 25℃ 冷凍庫から取り出した時から最長 24 時間

一度穿刺した薬液 2 ～ 25℃ 初回穿刺から12 時間
※�バイアルラベルの空欄に初回の薬液吸引日を記載してください

※遮光して保存してください。一度解凍した薬液を再凍結しないでください

赤字が改訂箇所



外箱及びバイアルラベルの記載事項に関する注意
外箱及びバイアルラベルの記載事項については、以下のように読み替えてください。
読み替え内容は、日本国内での承認内容に合わせて一部表現を変更しております。
英語と日本語の表現が違う場合、日本語の表現が優先されます。

1.��販売名：劇薬　スパイクバックスTM筋注（旧販売名：COVID-19ワクチンモデルナ筋注）
生物学的製剤基準「コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-
CoV-2）」

2.��製造販売元：武田薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号
3.��規制区分：劇薬、処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）
4.��貯法：－20±5℃で凍結した状態で保存
5.��包装：5mL×10バイアル
6.��有効成分及び分量：エラソメランとして

初回免疫（1回目・2回目の接種）：0.10mg/0.5mL
追加免疫（3回目の接種）：0.05mg/0.25mL

7.��製造番号：外箱・側面にある「LOT」参照�
最終有効年月日：同「EXP」（DD/MM/YYYY）�参照

8.��本剤の検定合格情報は、以下のサイトで確認できます
https://www.niid.go.jp/niid/ja/kentei-info/3677-kentei-info.html

9.��外箱及びバイアルラベルに記載されている二次元コード及び国際取引商品番
号は日本国内での使用及び流通には使用できません。

接種にあたっては「武田薬品COVID-19ワクチン関連特設サイト（日本）」をご参照
のうえ、必ず最新の添付文書及び本資料の内容をご確認ください。

（お問い合わせ先）
武田薬品工業株式会社　くすり相談室�スパイクバックス（COVID-19ワクチンモデルナ）専用ダイヤル
〒103-8668　東京都中央区日本橋本町二丁目1番 1号　フリーダイヤル　0120－793－056
受付時間 9：00 ～ 17：30（土日祝日・弊社休業日を除く）

武田薬品COVID-19�ワクチン関連特設サイト（日本）
URL　https://take-care-COVID-19.jp/

本剤のご使用にあたっては、右の二次元コードを読み取るなど、最新の添付文書をご参照ください。
URL　https://takecarecovid19.service-now.com/vacpub?id=from_manual_qr

裏面へつづく



2022年 2 月
（KS0117）3-5-1833

販売名の変更について
販売名を「スパイクバックスTM筋注（旧販売名：COVID-19ワクチンモデルナ筋注）」
に変更することに伴い、組箱・バイアルラベルのデザインを変更いたします。

従来品 変更品

COVID-19 ワクチンモデルナ筋注 スパイクバックスTM筋注

＊販売名は変更になりますが、効能又は効果、用法及び用量等接種上の注意（含・接種不適当者）は、同じです。
＊�スパイクバックス筋注は、外箱及びバイアルラベルのデザインを全世界で共通化するためデザイン①よりデザ
イン②に変更します。

＊�当社及び地域担当卸の在庫状況により両販売名の製品（スパイクバックス筋注については、2種類のデザイン
製品）�が同時期に流通する可能性があります。

外箱等寸法
従来品：COVID-19
ワクチンモデルナ筋注

変更品：スパイクバックスTM筋注
デザイン① デザイン②

外箱（10バイアル封緘） 126×51×60mm 130×61×61mm 130×61×61mm
元箱（外箱 12 箱封緘） 267×169×135mm 280×200×140mm 280×200×140mm

変更品出荷時期・Lot番号
製��品��名 包��装 変更品出荷時期 変更品初回 Lot番号

スパイクバックスTM筋注 5mL×10バイアル
デザイン①  2022年1月 000048A
デザイン②  2022年2月末予定 未定

＊変更品の納入時期は当社及び地域担当卸の在庫状況により変更品出荷時期と異なる場合がありますこと、ご了承
ください。

変更品コード一覧
「YJコード」を除き、各種コードはCOVID-19ワクチンモデルナ筋注と同じです。

製 品 名
GS1コード

調剤包装単位 販売包装単位 元梱包装単位
スパイクバックスTM筋注 04987123565202 14987123002407 24987123002404

製 品 名 統一商品コード HOT13番号 JANコード YJコード
スパイクバックスTM筋注 123002400 1821116010101 4987123002400 631341EA1038

＊上記の各種コードは、スパイクバックス筋注のデザイン①とデザイン②で共通です。

スパイクバックスTM筋注

＊販売名は変更になりますが、効能又は効果、用法及び用量等接種上の注意（含・接種不適当者）は、同じです。
＊�スパイクバックス筋注は、外箱及びバイアルラベルのデザインを全世界で共通化するためデザイン①よりデザ

デザイン①

デザイン②




