
新型コロナウイルスワクチン接種

に関する説明会

令和３年３月13日
練馬区健康部住民接種担当課



１．新型コロナウイルスワクチン接種の概要

２．接種開始までの手続き・準備

３．新型コロナウイルスワクチン接種体制【練馬区モデル】

４．練馬区モデルに基づく区民への接種について

５．医療従事者向け優先接種について
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１．新型コロナウイルスワクチン接種の概要
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【令和３年２月16日付け厚生労働大臣指示】

１ 対 象 者 練馬区内に居住する16歳以上の者（接種日時点）

２ 期 間 令和３年２月17日から令和４年２月28日まで

３ 接種順位 ①医療従事者等 ②高齢者 ③高齢者以外で基礎疾患を

有する者、高齢者施設等の従事者 ④それ以外の者

４ 接種回数 ２回

５ 接種費用 無料（国が全額負担）

６ 使用ワクチン コロナウイルス修飾ウリジンＲＮＡワクチン（ＳＡＲＳ

―ＣｏＶ―２）（ファイザー社製ワクチン）

７ そ の 他 予防接種法第９条第１項（対象者が接種を受ける努力義

務）の規定は、妊娠中の者には適用しない。
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１．新型コロナウイルスワクチン接種の概要（令和３年３月13日現在）
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参考 接種順位の考え方について（現在の想定）
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参考 新型コロナウイルスワクチンの特性
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新型コロナウイルスワクチンの供給状況

• 世界的に不足。十分な供給量が見込める時期は不透明。

• ２月24日（水）に河野担当大臣が示したスケジュール

４月12日（月）～ 高齢者の接種を開始。

同時に４月中のワクチンの配分計画について示された。

〔東京都への配分〕

４月５日の週に４箱、12日の週に20箱、19日の週に20箱

（１箱：195バイアル、１バイアル５回の場合975回分）

〔練馬区の配分（３月５日決定）〕

４月12日の週に２箱（１箱975本×２）配分される。

⇒ 被接種者975人の２回分



【現時点でのワクチン接種方針】

・４月配分の２箱は、区内特別養護老人ホーム入所者に対する
接種に使用する。４月19日（月）以降順次実施。

・５月以降のスケジュールは未定だが、見通しが判明次第、

順次、高齢者接種を開始する予定。

8

新型コロナウイルスワクチンの供給状況



（１）集合契約への参加（委任状の提出）

（２）Ｖ－ＳＹＳの入力

（３）接種単価

（４）事前準備物品
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２．接種開始までの手続き・準備



（１）集合契約への参加（委任状の提出）
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■ 接種を行う医療機関は、集合契約に参加する。

※「集合契約」・・・全国区市町村の代理人（全国知事会）と
全医療機関の代理人（日本医師会・都）
との間で契約を行う方式。
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（１）集合契約への参加（委任状の提出）

・取りまとめ団体（練馬区医師会、日本病院会など）に委任状を提出。

・団体に所属していない場合は、練馬区に委任状を提出。

（※具体的な提出方法は取りまとめ団体に問い合わせ）

参加方法
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※必ずコピーを保管ください。 

委任状作成日：2021 年 *月 ＊日 

委 任 状 

【委任者】 

＊※は本契約代表者を記入し、必ず捺印すること 

（記入担当者） 

＊ワクチン接種円滑化システムの利用の際に、メールでの情報伝達が頻繁に行われることから、

メールアドレスを必須の入力項目としています。やむを得ない事情がある場合には、市町村に事

情を説明した上で、FAX 番号をご登録ください。 

FAX 番号 
 

 

当施設は、練馬区へ、次の事項についての権限を委任いたします。 

記 

1 予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）附則第７条第１項により同法第６条第１項の規定による予防

接種とみなして市町村（東京都特別区を含む。以下「市区町村」という。）により行われる新型コロ

ナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人

民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限

る。）であるものに限る。以下同じ。）に係る予防接種について、全国知事会を代理人とした市区町

村との委託契約を締結すること。 

2 上記１の契約について、当院の脱退の意思に基づき、委託契約書の規定に従って当該委託契約を解

除すること。 

3 上記１に係る契約の締結及び上記２に係る契約の解除についての権限を、必要に応じて、日本医師

会（委任とりまとめ者が市町村の場合は都道府県）に再委任すること。 

（委任とりまとめ者） 

新型コロナ感染症に係るワクチン接種用 

① 医療機関コード  
（又は介護老人保健施設、介護医

療院に係る介護保険事業所番号） 

※10 桁でご記入ください 

● 

 

1111111111 

② 医療機関名 
● 

******クリニック 

③ 郵便番号 
● 

111-1111 

④ 所在地(要都道府県） 
● 

東京都練馬区****町 1-1-1 

⑤ 電話番号（要市外局番） 
● 

03-1111-1111 

※契約代表者役職・氏名 
● 

院長 練馬 太郎 印 

部署・氏名 
● 

石神井 太郎 

メールアドレス 
● 

******＠**.jp 

こ
れ
ら
の
欄
は
必
ず
ご
記
入
・押
印
を
お
願
い
し
ま
す 

※必ずコピーを保管ください。 

（参考情報） 

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について、貴医療機関で取り扱いを予定するワクチン（ファイ

ザー社、武田・モデルナ社については、基本型又はサテライト型（連携型）の別）をご記入ください。 

ワクチンの種類によって医療機関に求められる要件が異なりますので、十分にご留意ください。 

なお、使用するワクチンについてはワクチン接種円滑化システム（V-SYS）で変更することが可能です。 

ファイザー社ワクチン 武田・モデルナ社ワクチン 

アストラゼネカ社ワクチン 

基本型 サテライト型（連携型）※ 基本型 サテライト型（連携型）※ 

  〇      

※サテライト型（連携型）について 

  ・サテライト型：住民への接種に当たり、例外的に基本型接種施設で保管されていたワクチンを 

   譲り受け接種を行う。 

  ・連携型：医療従事者等への接種に当たり、概ね 100 名以上の接種を行う施設において、基本型 

   接種施設で保管されていたワクチンを譲り受け接種を行う。 

  【本状を提出する機関の方】 

  本状を提出後、一定の期間を経過しても委任状の提出先から受領の連絡がない場合や、V-SYS の 

   ID、パスワードの連絡がない場合には、委任状の提出先又は V-SYS サービスデスクにご連絡く 

  ださい。  

  【委任とりまとめ者の方】 

  本状の提出元に心当たりがない場合には、本状の提出元にご連絡ください。 

新型コロナ感染症に係るワクチン接種用 

こちらの面は記入不要です。 

当初はファイザー社のワクチンの使用が前提となります。 

表 裏
委任状の記入例
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（２）Ｖ－ＳＹＳの入力
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（２）Ｖ－ＳＹＳ（ワクチン接種円滑化システム）の入力

Ｖ－ＳＹＳは、ワクチン
接種の受付状況・数量管理
等の情報をネットワーク上
で共有するシステムです。

医療機関においては、予
約受付状況・接種実績等の
情報を随時更新していただ
きます。

V-SYSのID・パス
ワード送付時の注
意事項があります。
（次ページ）
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各医療機関の委任状について、取りまとめ団体が受付システム上で受領
処理を行うと、その後V-SYSのID通知メールが医療機関に送付されます。
（３月中旬以降、順次発送される予定です。）

・通知メールは、「Salesforceパスワードのリセットを完了してくださ
い」という件名で 届く予定です。件名に「V-SYS」と入っていません
ので、見落としにご注意ください。

（「Salesforce」とは、V-SYSのメーカー名です。）

・このＩＤ通知メールは、受信後24時間以内に初回ログインをしないと、
メール内のリンクが期限切れとなるようです。期限切れになると、V-SYS
サービスデスクから再送信してもらう必要があるため、こまめにメール
チェックをお願いします。

（その他、国や区からの連絡も今後メールで届く可能性があります。）

V-SYSのID通知メールについて（注意事項）
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※ここで選択いただく
基本型施設は、まだ
選択肢が登録されて
いません。可能になり
次第、区からお示しし
ます。

変更あり
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一般の方向けの接種受付はできない
（特定の患者のみに接種を実施した
い）場合、「一般不可：特定の人の
み」を選択してください。
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（３）接種単価



接種単価 2,277円（税込）／回

新型コロナウイルスワクチン接種単価については、国の負担に
より実施することを踏まえ、全国統一の単価とし、接種１回目、
接種２回目とも共通の2,277円（税込）とする。

※ ワクチン代は、国が確保供給するため接種単価に含めない。

接種を実施できなかった場合の予診費用は、

1,694円（税込）／回とする。
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（３）接種単価
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（４）事前準備物品
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（４）事前準備物品

準備物品一覧

※ アドレナリン（エピネフリン）製剤については、医療機関への配布を検討しています。

※

のみ
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３．新型コロナウイルスワクチン接種体制
【練馬区モデル】



○ 個別接種と集団接種のベストミックスにより短期間で接種完了

○ 診療所での個別接種をメインに、集団接種会場がカバー

○ 個別接種会場は、区内約250か所の診療所

○ 集団接種会場は、

平日常設 ６か所の病院、４か所の区立施設

土日開設 区役所本庁舎

８か所の学校体育館（延96校を巡回開設）

○ 予約は、個別接種は直接診療所へ申込（高齢者インフルエンザ

ワクチン接種と同じなので混乱が少ない）

集団接種は区が受付(インターネット・自動音声受付）
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３．新型コロナウイルスワクチン接種体制【練馬区モデル】



早くて 近くて 安心です

早くて 接種まで１か月も待たせない 速やかに接種できる体制を確保

近くて 近くの診療所で接種可 電車やバスに乗る必要なし 平日忙しければ土日に

安心です 通いなれた「かかりつけ医」が接種するので安心
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【練馬区総人口】74万人 《高齢者：16万人、その他一般：58万人（うち16歳未満：９万人）》
【接種率の想定】約65％（今期高齢者インフルエンザワクチン接種率見込）
【接種会場】 診療所：約250カ所、病院：6病院、区立施設：5施設、学校体育館：延96校
【接種期間】 高齢者：最初の６週間（３週間×２回）で接種〔ファイザー社製ワクチンを想定〕

コンセプト

【練馬区モデル】コンセプト
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練馬区全体を４つの区域に分け、各区域の区立施設を基本型接種施設に位置づ
けて、区域内診療所（50～70か所）へ小分けして移送する。

【練馬区モデル】ファイザー社製ワクチンの小分け移送
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（１）ワクチンの小分け移送について

（２）接種に当たっての注意事項

（３）副反応への対応について

（４）ワクチンを無駄にしない取組

（５）接種実績の報告

（６）請求と支払いの流れ

４．練馬区モデルに基づく区民への接種について
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（１）ワクチンの小分け移送について
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（１） ワクチンの小分け移送について

日 月 火 水 木 金 土

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

３月

①
②

③

④
⑤接種予約を受付

⑥

⑧ワクチン接種⑨実績入力

⑧ワクチン接種⑨実績入力

⑦
納品 ⑦

納品

①ワクチン接種見込数を区に報告
②V-SYSで希望数量入力
③練馬区への割り当て決定
④予約可能数を連絡
⑤接種予約を受付
⑥予約数（確定数）を区に報告
⑦納品（週1～２回）
⑧接種
⑨V-SYS、接種記録システムで
実績入力

【診療所➡練馬区】
【練馬区】
【東京都➡練馬区】
【練馬区➡診療所】
【診療所】
【診療所➡練馬区】
【練馬区➡診療所】
【診療所】
【診療所】

【作業等内容】 【 実施者 】

ワクチンの小分け移送の
イメージは26ページ参照●移送スケジュール（イメージ）

※ディープフリーザーを設置し、基本型接種施設として登
録した医療機関は除きます。
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① ワクチン接種見込数を区に報告

● 区は、各診療所等の見込み数合計（区全体の希望数※）をＶ－ＳＹＳに入力します。
● 都は、国から分配されたワクチン数を、区に分配（希望数同数またはそれ以下）します。

● 区は、各診療所に小分けできる数（＝予約受付可能数）をお知らせします。
※ 都から区への分配が希望数以下の場合、見込み数以下となり得る場合があります。

● 各診療所等は、１クール（３週間）の間に、自診療所等で接種可能な見込み数（５の倍数）を
区に報告

・練馬区医師会会員・・・・練馬区医師会に報告、医師会が取りまとめて、区に報告
・練馬区医師会非会員・・・区が委託した事業者に報告

② V-SYSで希望数量入力
③ 練馬区への割り当て決定

④ 予約可能数を連絡

（１） ワクチンの小分け移送について

※基本型接種施設分を除く
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● 各診療所等は、小分けで受取る数を上限として、期間内の接種予約を受付
※ 接種は必ず事前予約としてください。
※ ワクチン１バイアル５回分なので、１日の予約数は５の倍数としてください。

● 各診療所等は、確定した予約数を区に報告

・練馬区医師会会員・・・・練馬区医師会に報告、医師会が取りまとめて、区に報告
・練馬区医師会非会員・・・区が委託した事業者に報告

● 区は、各診療所等の予約数（＝小分け数）を取りまとめ、各診療所指定の曜日（火曜
日もしくは金曜日）にワクチンを移送します。

⑤ 接種予約を受付

⑥ 予約数（確定数）を区に報告

⑦ 納品

（１） ワクチンの小分け移送について
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● 各診療所等は、到着したワクチンを保冷バックから速やかに取り出し、

・冷蔵の場合、２～８℃の環境を維持できる冷蔵庫に格納してください。
※ 納品日を含む５日間保存可能です。

・【検討中】冷凍の場合、-25～-15℃の環境を維持できる冷凍庫に格納してください。
※ 納品日を含む14日間保存可能です。

⑦ 納品（ワクチンの保存）

（１） ワクチンの小分け移送について

情報提供シート イメージ
（ワクチン管理用）

※ 詳細は別途お示しします。

保冷バッグ
その他配送物品

※保冷バッグは、次回配送時に
回収します。（１診療所につき
バッグ２個を使用）

●その他配送物品
・情報提供シート
・生理的食塩水
・接種シール等書類
・接種用注射針
・接種用シリンジ

●保冷バッグ
・ワクチン本体
・バイアルホルダー
・保冷剤
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（２）接種に当たっての注意事項
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（２） 接種に当たっての注意事項

① 接種の流れ

・予診票（医療機関控） （予診票は２枚複写）



② 接種前の本人確認

受付時に接種券と本人確認書類（運転免許証、被保険者証等）
の内容を確認し、接種の対象者であることを確認します。
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（２）接種に当たっての注意事項

区民が持参する接種券イメージ

【接種済証】



③ 練馬区民以外の方が接種可能な例外的な取り扱い

新型コロナウイルスワクチン接種については、原則として住所地の区
市町村で接種を受けることとなっています。

36

やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している場合には、
接種実施医療機関等の所在する区市町村が発行した住所地外接種届出済
証を示した場合に限り、住民票所在地以外で接種を受けることができる
こととする。

ただし、やむを得ない事情により区市町村への申請が困難である者も
一定数いることが考えられることから、当該住所地外接種者については、
接種を受ける際に医師に申告を行う事等により、住所地外接種届出済証
の申請を省略することができる。

原 則

例 外

（２）接種に当たっての注意事項



④ 練馬区民以外の方が接種可能な例外的な取り扱い
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住所地外接種を希望する者は、原則、接種を行う区市町村に事前に届出を行う。
・申請方法は、「郵送、窓口、ＷＥＢ」を予定。
・申請者は、「住所地外接種届」と接種券の写しを提出し、接種を行う区市町村から「住所地外接
種届出済証」の交付を受ける。

※「住所地外接種届」、「住所地外接種届出済証」の様式は、今後国から示される見込み。

(ア)出産のため里帰りしている妊産婦、(イ)単身赴任者、
(ウ)遠隔地へ下宿している学生、
(エ)ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、

児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

(オ)入院・入所者、(カ)基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
(キ)災害による被害にあった者、(ク)拘留又は留置されている者、受刑者
(ケ)その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者

住所地外接種届出済証
の提示が必要

届出済証の
提示が不要

「住所地外接種届出済証」の申請について

やむを得ない事情があり住民票所在地で接種を受けることができないと考えられる方

（２）接種に当たっての注意事項



⑤ 接種時の確認事項

• ファイザー社ワクチンの接種間隔は、18日以上の間隔をおいて、
標準的には、20日の間隔を置いて２回接種する。

• ワクチン１回目接種時に、次回２回目の予約を取るようにする。
（ファイザ－社の場合は３週間後の同じ曜日）

• 新型コロナワクチンは２回接種が原則のため、接種する場合、
接種済証を確認し、過去に接種した
ワクチンの種類を確認する。

• 新型コロナワクチンの接種前および接
種後に、他の予防接種を行う場合は、
原則として13 日以上の間隔をおく。

• 他の予防接種を同時に同一の接種対象
者に対して行わない。
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（２）接種に当たっての注意事項



⑥ 接種不適当者

ⅰ 新型コロナウイルス感染症に係る他の予防接種を受けたことの
ある者で本予防接種を行う必要がないと認められるもの

ⅱ 明らかな発熱を呈している者（※）

ⅲ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

ⅳ 本予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈した
ことがあることが明らかな者

ⅴ 上記に該当する者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態
にある者

※ 明らかな発熱とは、通常37.5℃以上の発熱をいう。

39

（２）接種に当たっての注意事項



⑦ 接種要注意者

ⅰ 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等
の基礎疾患を有する者

ⅱ 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹
等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者

ⅲ 過去にけいれんの既往のある者

ⅳ 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫
不全症の者がいる者

ⅴ 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈する
おそれのある者

ⅵ バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテックス）が含まれてい
る製剤を使用する際の、ラテックス過敏症のある者

（※ ファイザー社製ワクチンには、ラテックスは含まない。）
40

（２）接種に当たっての注意事項
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接種時に、予診票に「接種券」

のシールを台紙から剥がして、予
診票の所定の欄に貼付する（①）。
接種済証に、ワクチンメーカーか
ら送付されるシールのうちQR 
コードが有る方のシールを貼付し、
接種年月日及び接種医療機関名を
記入する（②）。

また、予診票のワクチン名・
ロット番号、接種場所、接種年月
日等の欄に記入を行う。（ワクチ
ン名・ロット番号の欄は、ワクチ
ンメーカーから送付されるロット
番号等が記されたシールを貼付し
ても差し支えない。）（③）

⑧ 接種券と予診票の取り扱い

（２）接種に当たっての注意事項

医師署名また
は記名捺印

予診票（２枚複写）の医療機関控（２枚
目）を医療機関において保管

医療機関控（２枚目）
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（３）副反応への対応について



・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。

・接種後の発熱や接種部位の疼痛等、軽微な副反応の相談への
ご対応をお願いします。

・血管迷走神経反射へのご対応をお願いします。

・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。
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（３）副反応への対応について



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/bunya/kenkou/kekkakukansenshou20/hukuhannou_houkoku/index.html）を参
照してください。

44

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkakukansenshou20/hukuhannou_houkoku/index.html
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（４）ワクチンを無駄にしない取組



① ワクチン取扱い上の注意
・冷蔵の場合、２～８℃の環境を維持できる冷蔵庫に格納し、納品日
を含む５日間保存可能

・【検討中】冷凍の場合、-25～-15℃の環境を維持できる冷凍庫に
格納し、納品日を含む14日間保存可能

② 接種は予約制とし、１バイアル５回分のため、１日の予約数は、

５の倍数とする。

③ 当日キャンセルへの対応

・接種の待機者（早急な接種を希望する者、翌日以降の予約者）に

連絡し、接種する。

・やむを得ず、ワクチンが余ってしまった場合、優先接種区分に関わ

らず、付き添いで希望する方※などに接種する。

【※ 接種券をお持ちでない方への対応は検討中】 46

（４）ワクチンを無駄にしない取組（ファイザー製ワクチン）
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（５）接種実績の報告



①予診票に接種券を貼付（再掲）
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（５）接種実績の報告

・接種券シールは
４種類が１枚ずつ

・該当するシールを
請求用予診票に添付

接種
１回目
接種
２回目

予診のみ
１回目

予診のみ
２回目

接種券シールに
ついて

予診票（２枚複写）

接種券

医療機関控（２枚目）には接種券
シールを貼付しない。

１枚目(原本)

２枚目(医療機関控)



② ワクチン接種記録システムへの入力
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・初回のみ登録
┗自治体・会場名・ワクチン

・変更がある度に登録
┗ロット番号

・接種券をタブレットまたはス
マートフォンで撮影し、18桁の
OCRラインを自動で読み取り。

・接種者の情報が自動で検索さ
れるため、内容を確認して登録
ボタンを押す。

初期登録 接種券撮影 登録

123456789012345678(OCRライン)

前頁で予診票右上に添付した
接種券を撮影します。

国が新たに構築するシステムです。接種の際に接種者

の情報を専用タブレット（国から貸与）やスマホで読み
取っていただきます。区民の接種状況が逐次確認できる
ようになります。

※ システム登録等の具体的な手順は、国から詳細な情報が届き次第、別途お示しする予定です。

修正あり

各医療機関において、専用タブレットが必要です。タブレットを導入するには、送付先などの情報を区に送信いただく
必要があります。詳細については、ご案内を郵送します。恐れ入りますが、3月21日（日）までに送信をお願いします。



③ Ｖ－ＳＹＳへの実績登録
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接種実施医療機関等は１クール（３週間）ごとに、V-SYS に接種実績を登録します。接種実績は、

定期的に、優先順位のグループごとの接種回数を入力することになります。接種実施医療機関等にお
いては、接種券付き予診票の原本又は接種券を貼付した予診票の原本をグループごとに仕分けて枚数
を数える必要があります。具体的な実績登録の方法はV-SYS マニュアルを参照してください。

V-SYS マニュアルはV-SYS にログインして入手することが可能です。
入力イメージ

「医療従事者」「高齢者施設従事
者」「高齢者」「基礎疾患保有
者」「その他」の区分別に、かつ
「1 回目」「2 回目」に分けて入
力します。
この他、「廃棄数」の入力も必要
となります。
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④ Ｖ－ＳＹＳへの実績登録

【融通（割当）を受けたワクチン情報の登録】

診療所（区立施設（基本型接種施設）からワクチン小分け配送を受ける医療機関）につい
ては、接種実績登録時に、ワクチンを受け取った日・ロット番号・バイアル本数の入力が必
要となります。※登録をしていないと、接種実績の登録ができません。

追 加
(診療所のみ)

接種実績登録時に
・区立施設(基本型接種施設)からワクチンの融通を受けた日
・ワクチンのロット番号（※）
・融通を受けたバイアル本数
を登録してください。
（※）ワクチンのロット番号は、バイアル箱またはバイアル
に記載されています。

累計接種回数の登録
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（６）請求と支払いの流れ



①練馬区民分の接種の請求は、接種日の翌月10日(予定)までに予診票（接種券を貼付した
予診票の原本）と請求書を練馬区（会員の方は、練馬区医師会）に提出する。

②他区市町村民分の請求は、請求先の区市町村ごとに仕分けをした接種券を貼付した予
診票の原本に請求総括書および市区町村別請求書（Ｖ－ＳＹＳで発行）をつけて、東京
都国民健康保険団体連合会（国保連）に提出する。

※ 被接種者の住所地で請求先が変わりますのでご注意ください。
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（６）請求と支払いの流れ

練馬区

練馬区内医療機関

国保連

※具体的な手順は、別途お示し
する予定です。

請求 支払い

【請求先】①練馬区民分 ⇒ 練馬区 ②他自治体分 ⇒ 国保連

他区市町村

請求 支払い

請求 支払い②①
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医療機関の請求方法 国保連合会への請求時の編綴方法

① 練馬区民

② 他区市町村在住の方

【請求先】①練馬区民分 ⇒ 練馬区 ②他自治体分 ⇒ 国保連

国保連への請求様式（案）

※練馬区への請求書様式等は追ってお知らせします。
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（１） 医療従事者向けワクチン配分の考え方

（２） 医療従事者向けワクチン配分状況

（３） 医療従事者向けワクチンの接種体制

５．医療従事者等向け優先接種について
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（１） 医療従事者向けワクチン配分の考え方



・医療従事者向け接種におけるワクチンの区に対する配分につい

ては、調整主体である東京都が行う。

・ワクチンが安定的に供給できない現在の状況において、

都は、区市町村への配分に当たって、医療従事者向け接種体制

の整備状況、接種希望者数、コロナ患者の受け入れ数等を勘案

し、決定している。
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（１） 医療従事者向けワクチン配分の考え方
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（２） 医療従事者向けワクチン配分状況



【現在の状況】

・ワクチン出荷第１弾（３月１日～）における練馬区へのワク

チン割当数は、順天堂練馬病院（計２箱 975人×２回分）

のみ。（接種体制の整備状況、接種希望者数、コロナ患者の

入院受け入れ数を勘案し、都が決定。）

【今後の見込】

・出荷第２弾は、３月29日の週、第３弾は４月12日の週を予定。

※国からの情報では、５月前半には、医療従事者等約480万人

２回分のワクチン配分が完了する予定とのこと。
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（２） 医療従事者向けワクチン配分状況
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（３） 医療従事者向けワクチンの接種体制



（３）医療従事者向けワクチンの接種体制

①【ワクチン小分けによる個別接種】

・練馬区モデルに基づく、診療所への小分けによる接種を実施

・診療所に接種体制のある医療機関と、体制のない近隣医療機関
等とが、調整・連携し接種を実施

②【集団接種】

・接種場所を確保できない医療従事者向けに、集団接種会場に
おける接種を実施

・練馬区医師会が、区役所庁舎内において集団接種を実施

・日曜日に実施（ワクチンの供給量による）

・事前の予約が必要
60
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参考・問い合わせ



○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

○「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
医療機関向け手引き（2.0版）」

https://www.mhlw.go.jp/content/000744273.pdf

○「新型コロナワクチン筋肉注射の方法とコツ」
日本プライマリ・ケア連合学会 ワクチンチーム監修
https://youtu.be/1vEFDi_KAxU

○日本医師会ホームページ

「医療機関用V-SYS操作マニュアル（第1.2版）」

https://www.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/vaccination/
v-sys_manual_iryokikan.pdf
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参考

医療機関に行っていただきたいことの概要が掲載されています。詳細は「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」などをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
https://www.mhlw.go.jp/content/000744273.pdf
https://youtu.be/1vEFDi_KAxU
https://www.med.or.jp/dl-med/kansen/novel_corona/vaccination/


〇 本日の説明会内容およびコロナワクチン接種に関する質問・お問い
合わせは、メール、ＦＡＸにてお願いします。

・メールアドレス(3/15使用開始) iryo-sesshu@city.nerima.tokyo.jp

・ＦＡＸ ０３－３９９３－６５５３

〇 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 ３月17日（水）以降掲載予定＞

https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=sessyu-doga
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お問い合わせ

mailto:iryo-sesshu@city.nerima.tokyo.jp
https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=sessyu-doga
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調査のお願い

● ワクチン接種記録システム専用タブレット（P49参照）の送付先等
の情報を区に送信いただく必要があります。以下のＵＲＬにアクセ
スいただき、回答フォームへ入力をお願いします。

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

・各項目を入力いただき、「確認」ボ
タンを押してください。

・今回登録いただくメールアドレスは、
区との連絡用として使用いたします。

・本調査については、改めて郵送で
依頼いたします。ご確認ください。

恐れ入りますが、３月21日(日)
までに送信をお願いいたします。

・今回登録いただくメールアドレスは、
区との連絡用として使用いたします。

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

