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（令和４年1月28日 厚生労働省自治体向け説明会資料を引用 次ページ以降も同様です）

（練馬区 約42,000人）

【年齢計算の決まり】

「誕生日の前日に満年齢に達する（年を一つとる）」（年齢計算ニ関スル法律、民法第143条）
例１：５歳到達日→H29(2017)年４月１日生の方は、R4(2022)年３月31日（誕生日前日）に５歳に達します。
例２：11歳最終日→H22(2010)年４月１日生の方は、R4(2022)年３月30日（誕生日前々日）まで11歳に数え

ます。（誕生日前日の３月31日に12歳に達します。）
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① 個別接種会場 診療所等 78か所

② 集団接種会場（病院は３月14日、区立施設等は３月26日から順次開始予定）

・ワクチンの供給状況を踏まえ、開始当初は医療機関による個別接種のみ実施します。
・集団接種会場は順次開設し、曜日を限定して実施します。

曜 日 会 場 名
月 練馬総合病院、大泉生協病院

火 練馬総合病院、島村記念病院、ホテルカデンツァ東京（光が丘ドーム ※１）

水 練馬総合病院

木 練馬総合病院、順天堂練馬病院、練馬光が丘病院

金 勤労福祉会館 ※２

土 石神井公園区民交流センター

日 サンライフ練馬

※１ 4/19から5/24までの火曜日
※２ 4/22から5/27までの金曜日



２月２１日（月） 【ねりま区報】接種券の発送について掲載

２月２４日（木） ワクチン配送数の確定・医療機関へ通知

３月 １日（火） 接種券 一斉発送 （３月３日頃までに到着）
【ねりま区報】小児接種の実施について掲載

３月 ４日（金） 診療所等 予約受付開始

３月 ７、８日 区から診療所・病院へ１回目用ワクチンを配送

３月 ８日（火）以降 診療所 接種開始
集団接種会場（区立施設等・病院） 予約受付開始

３月１４日（月）以降 集団接種（病院）開始

３月２１、２２日 区から診療所・病院へ２回目用ワクチンを配送

３月２６日（土） 集団接種（区立施設等）開始

5



6

【接種券】

①12歳以上用と内容は変わりません。

②練馬区では右上に「小児用」と表示します。
12歳以上との区別にご活用ください。

※住民登録のある自治体から発送されます。
練馬区は対象者全員に３月１日に発送します。

・12歳到達後もこの小児用接種券を使用できます。
・他自治体では別形式の接種券を配布している場合が
あります。

接種券
１回目

接種券
２回目

予診のみ
１回目

予診のみ
２回目

接種済証

小児接種
では原則

使用
しません

小児の接種記録は、母子健康手帳に記載していただ
くため、この接種済証欄は原則使用しません。
※ 被接種者が、母子健康手帳を忘れた場合等は、

使用してください。（14ページ参照）
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【予診票】

①12歳以上用と内容は変わりません。

②練馬区では右上に「小児用」と表示します。
12歳以上との区別にご活用ください。

・12歳到達後もこの小児用予診票を使用できます。
・紛失した場合などは、12歳以上用の予診票を
5～11歳にも使用できます。

・練馬区ホームページからダウンロードできます。
・他自治体では別形式の予診票を配布している場合
があります。

被接種者が５歳の場合は、「小児（６歳未満）」
の○をマークしてください。
乳幼児加算がつきます。（15ページ参照）
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生涯学習センター分館（高野台２-２５-１）で管理および配送を行います。

＜その他留意点＞
●12歳以上用ワクチンとは別便でお届けします。
●配送曜日は12歳以上用ワクチンと異なります。各診療所の配送曜日は２月２４日に配送数と
合わせてお知らせします。（月・火曜日のみ。木・金曜日は小児ワクチンの配送は行いません。
ご都合の悪い場合は調整いたしますので、事前にご連絡ください。）

＜配送数について＞
●当初はワクチンの供給量が限られているため、
事前調査に基づき、配送数を区で調整します。
配送数は、２月２４日(木)にメールにてお知ら
せします。

※配送数の修正希望がある場合は、３月２日(水)
までにメールにてお知らせください。

＜配送日について＞
●３月７、８日に区から医療機関へ１回目用ワク
チンを配送

●３月２１、２２日に区から医療機関へ２回目用
ワクチンを配送（３月７、８日と同数）

※以降の配送は未定です。発注が可能になった場
合は、メールでお知らせし、受付する予定です。

日 月 火 水 木 金 土

2/20 21 22 23 24 25 26

27 28 3/1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

2月・3月

全エリア 配送
（小児用ワクチン）

全エリア 配送
（小児用ワクチン）

予約受付
開始

配送数
お知らせ

配送数
修正〆
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① 接種対象者について
５歳になる誕生日の前日～１２歳の誕生日の前々日まで接種可能です。
【年齢計算の決まり】

「誕生日の前日に満年齢に達する（年を一つとる）」（年齢計算ニ関スル法律、民法第143条）
例１：５歳到達日→H29(2017)年４月１日生の方は、R4(2022)年３月31日（誕生日前日）に５歳に達します。
例２：11歳最終日→H22(2010)年４月１日生の方は、R4(2022)年３月30日（誕生日前々日）まで11歳に数え

ます。（誕生日前日の３月31日に12歳に達します。）

＜注１＞１回も接種しないうちに12歳に到達した場合
12歳以上用のワクチンを接種します。接種券や予診票は小児用のものを使用します。

＜注２＞１回目を接種した後に12歳に到達した場合
２回目接種前に12歳を迎えた場合、２回目接種でも小児用のワクチンを使用します。

12歳到達日
5～11歳 12歳～

小児
１回目

小児
２回目

小児
１回目

小児
２回目

大人
１回目

大人
２回目

大人
１回目

小児
１回目

＜注１＞

＜注２＞

大人
２回目

小児
１回目
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④ ワクチンは可能な限り無駄にしないようご注意ください
小児用ファイザーワクチンは、１バイアルあたり10回採取となっております。
可能な限り無駄にしないようご対応願います。

③ ワクチンの取扱いや発注について
・温度管理等、ワクチンの取扱いにはご注意ください。
・接種は予約制としてください。

② ワクチンの取り違え防止について
１会場で複数のワクチンを取り扱う場合、特に以下の点に注意し、ワクチンの取り

違えがないようにしてください。
● ファイザー社ワクチンでも小児用と12歳以上用は取扱いが異なることから別種類
のワクチン扱いであることに注意。

● 複数種類の新型コロナワクチンの接種を混同しないよう、ワクチンごとに接種日時
や接種を行う場所を明確に分けること。

● 同一の冷蔵庫・冷凍庫内において複数のワクチンを保管する場合には、容器・管理
を明確に分けること。

● ワクチンの管理については、複数人での確認を徹底するとともに、接種関連器具・
物品を区分し、責任者・担当者を置くこと。

⑤ ５歳になる方について
５歳になる誕生日の週に順次接種券を送付します。
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⑧ 接種間隔について
コロナワクチン１回目と２回目接種との間隔︓３週間（中20日）
コロナワクチン以外のワクチン接種との間隔︓２週間（中13日）以上
※ 他の予防接種履歴がある場合は、２週間間隔を空ける必要がありますので、

特にご注意ください。（再掲）

⑦ 保護者の同意・同伴が必要になります。
接種の実施の際は、原則、保護者の同意・同伴が必要です。保護者の同意については、

予診票の保護者自署欄で確認してください。
（参考︓中学生以上の被接種者に限り、当日の受付時に、接種することへの保護者の

同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できたときは、保護者の同伴を要し
ないこととすることが可能。）

⑥ 接種前には、母子健康手帳にて接種歴の確認をお願いします
・小児に対して接種を行う際は、保護者に対し、接種前に母子健康手帳の提示を求め、
他種類のワクチンを含めた接種履歴の確認をお願いします。

※ 他の予防接種履歴がある場合は、２週間間隔を空ける必要がありますので、
ご注意ください。（⑧参照）

・接種後、母子健康手帳に、予防接種およびワクチンの種類、接種年月日その他の証明
すべき事項を記載してください。（14ページ参照）

※ 母子健康手帳を忘れた場合は、大人と同様に接種券の「予防接種済証（臨時）」に
ロット番号等の入ったシールを貼り付け対応してください。
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＜副反応への対応について＞
〇 接種後少なくとも15分間（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を

引き起こしたことがある方については、接種後30分程度）は被接種者の状態を観察
する必要があります。

〇 接種後の発熱や接種部位の疼痛等、軽微な副反応へのご対応をお願いします。
〇 血管迷走神経反射へのご対応をお願いします。
〇 接種後、重篤な副反応が発生した時には速やかに、順天堂練馬病院および

練馬光が丘病院等の対応可能な医療機関への救急搬送をお願いします。

＜参考 副反応疑いの患者から連絡があった場合の対応＞

予防接種法の規定による副反応疑い報告については、定期の予防接種と同様の取扱いになります。
「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱について」（平成25 年３月30日健発0330 第３号、
薬食発0330 第１号厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知）
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou_youshikietc.html）
を参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou_youshikietc.html
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小児の接種記録は、「母子健康手帳」に記載するようお願いします。

予防接種を行った小児に対しては、予防接種済証に代えて、
母子健康手帳に予防接種およびワクチンの種類、接種年月日その他の証明すべき事項

（ワクチンメーカー名、ロット№、接種者署名）を記載してください。

（注）接種当日に母子健康手帳を忘れた方に対しては、大人と同様に接種券の「予防接
種済証（臨時）」にロット番号等の入ったシールを貼り付け対応してください。

原則︓母子健康手帳に記載 例外︓「予防接種済証（臨時）」を使用

「予防接種済
証（臨時）」
欄を使用して
ください。

証明事項を
記載してく
ださい。

小さいシールを使用可能です。

小児用ファイザー
シールのイメージ
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※ 接種１回あたりの単価
※ ５歳（６歳未満）は、乳幼児加算（@660円・税抜）を含んだ金額です

費用種別

接種費用 2,200 円 1,540 円

時間外加算 2,930 円 2,270 円

休日加算 4,330 円 3,670 円

接種費用 2,730 円 2,070 円

時間外加算 3,460 円 2,800 円

休日加算 4,860 円 4,200 円

予診
のみ

接種

５歳 ６歳以上

新型コロナワクチン接種　費用一覧（税抜）
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小児接種の費用は、従来の12歳以上の接種とまとめて、１つの束で請求できます。請求
方法は、「医療機関向け事務手順」（１月13日説明会時に郵送）をご参照ください。

医療機関向け事務手順
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/kansensho/2019-
nCoV/vaccination_covid/20210313.files/20220114_iryoukikanmukezimutejun.pdf

【その他の接種関連費用について】

＜練馬区＞ ワクチン管理委託料
診療所および病院における新型コロナワクチン管理業務を支援します。区から管理委

託料（ワクチン１バイアルあたり2,500円(税抜)）を支払います。
詳しくは、「医療機関向け事務手順」32ページをご参照ください。

＜東京都＞ 新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業
「週100回以上の接種を４週間以上実施」、「１日50回以上の接種の実施」等の交付

要件を満たす場合、都から協力金が支給されます。小児接種も回数にカウント可能です。
（注）事前登録申請が必要（1/31に一旦申請締切済。新たに申請を希望する場合は、下記

にご相談ください）
問合せ先︓㈱エントリーサポート(東京都受託業者)TEL03-5333-6673(平日9:00～17:00)

https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/kansensho/2019-
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V-SYSの請求書発行画面で、６歳未満の欄は最初は非表示になっています。

赤枠に✔を入れると右側に６歳未満用の欄が出現しますので、接種回数を入力してください。
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〇 ＶＲＳへの接種履歴登録（タブレットによる読み取り）の徹底をお願いします

ＶＲＳの接種記録をもとに接種証明書等が発行されます。接種記録が無い、または
誤っているために、区民への書類発行に支障が出る事例が起きています。
ＶＲＳへの接種履歴登録は漏れなくすみやかに行ってください。

〇【重要】新たなワクチン種「ファイザー（５から１１歳用）」の追加について

小児用ファイザーワクチンの使用開始に伴い、ＶＲＳに登録する際のワクチン種に、
「ファイザー（５から１１歳用）」の項目が新たに追加される予定です。

【追加後の登録項目一覧】
① ファイザー ② モデルナ ③ アストラゼネカ
④ファイザー（５から１１歳用）

ファイザー（５から１１歳用）で接種した場合は、④を
選択して登録を行ってください。
※ 小児接種の開始時期までにシステムに追加される予定です。
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V-SYSで、取扱いワクチンを追加してください。
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（1月28日 厚生労働省自治体向け説明会資料より）
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○厚生労働省ホームページ

「新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html

○「予防接種の実施に関する医療機関向け手引き（6.0版）」

https://www.mhlw.go.jp/content/000869342.pdf

○「予防接種の実施に関する手引き（6.1版）」

https://www.mhlw.go.jp/content/000868868.pdf

○ この説明会に関するご質問・お問合せは、メール・ＦＡＸにてお願いします。

メールアドレス：iryo-sesshu@city.nerima.tokyo.jp

ＦＡＸ：03-3993-6553

→お問い合わせの回答は、練馬区ホームページ上に掲載します。

＜公開先ＵＲＬ＞ ３月３日（木）掲載予定

https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/kansensho/2019-
nCoV/vaccination_covid/20210313.html

○ 本日の説明会動画を練馬区ホームページ上に公開予定です。

＜公開先ＵＲＬ＞ ２月28日（月）掲載予定

https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=sessyu-doga

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000869342.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000868868.pdf
mailto:iryo-sesshu@city.nerima.tokyo.jp
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/kansensho/2019-
https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=sessyu-doga
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（1月28日 厚生労働省自治体向け説明会資料より）


