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コロナワクチン３回目接種について 

 

 

 

１ １・２月の接種スケジュールについて（１月７日現在） 

 

＜１月＞ 

 ※１月以降、高齢者は接種間隔７か月に前倒し可能 

 

 １月 10 日の週  各医療機関にワクチンを配送（医療従事者分） 

 

１月 19日（水） ワクチン（高齢者分）発注締切（１月 24日の週分） 

 

１月 20日（木） 接種券送付（接種対象となる高齢者約 97,000 人） 

 

１月 24 日の週  各医療機関にワクチンを配送（高齢者分） 

 

 １月 26 日（水） 接種券送付（約 74,000 人） 

 

＜２月＞ 

２月 ２日（水） ワクチン発注締切【グループＡ 練馬・大泉エリア】 

         ⇒２月７日の週にワクチンを配送 

  

 ２月 ９日（水） ワクチン発注締切【グループＢ 石神井・北町エリア】 

          ⇒２月 14日の週にワクチンを配送 

 

 ２月 14 日（月） 接種券送付（約 74,000 人） 

  

 ２月 16 日（水） ワクチン発注締切【グループＡ 練馬・大泉エリア】 

          ⇒２月 21日の週にワクチンを配送 

  

 ２月 23 日（水） ワクチン発注締切【グループＢ 石神井・北町エリア】 

          ⇒２月 28日の週にワクチンを配送 

 

 ２月 28 日（月） 接種券送付（約 73,000 人） 

 

※スケジュールについては今後変更する場合があります。ご注意ください。 
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２．区民の予約および接種における留意点 

 

【予約について】 

〇 各診療所等で準備が整い次第、予約受付を開始してください。 

  令和４年１月 20日（木）発送の接種券から、「個別接種会場一覧」を同封

します。１月４日に発送した接種券には、会場一覧を同封してませんが、予

約の問い合わせがありましたら、ご対応の程よろしくお願いします。 

 

〇 割り当てられたワクチン数で予約を受付けていただくようお願いします。 

  国から配分されるワクチンには限りがあるため、１・２回目接種実績に基

づき、各診療所等に配分できるファイザーワクチンの上限数を割り当てさせ

ていただきます。 

  割り当て数は、メールにてお知らせしておりますので、ご確認願います。 

  

【接種について】 

〇 高齢者は、２回目接種から７か月経過後に接種可能となりました。 

令和３年 12月 24 日開催の国の説明会を受け、２回目接種から７か月経過

後に接種が可能となりました。区民のうち早い方で２回目接種を終えた日は

６月上旬ですので、３回目接種が１月上旬から可能となります。 

なお、高齢者の多くが、２月から接種対象となります。 

 

〇 接種後、ワクチン接種記録システム【ＶＲＳ】の専用タブレットにて接種

券の読み取りをお願いします。 

 

 

 

３．ワクチンの取扱いについて 

 

〇 各診療所・病院に配送するワクチンは、「ファイザー」です。 

 （モデルナのワクチンを希望する一部の診療所を除く） 

〇 国は、ファイザーのワクチン１バイアルあたり「６回分」採取としていま

す。今回各診療所等に配布する針・シリンジでは、１バイアルあたり「７回

分」採取可能ですのでご活用ください。 

〇 練馬区からは、１バイアルあたり７セットで針・シリンジをお渡ししま

す。ただし、シールは６回分のため、余りのシールなどをご活用ください。 

〇 ファイザーワクチンは、冷凍（-25℃～-15℃）で移送します。 

 ⇒ワクチン配送センター（生涯学習センター分館）から冷凍移送されたワク

チンについては、 
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冷凍（-90℃～-60℃）で管理する場合は、９カ月まで 

冷凍（-25℃～-15℃）で管理する場合は、14日間 

冷蔵（2℃～8℃）で管理する場合は、１か月間 

で使い切ってください。（※ ワクチン有効期間中に限る） 

 

【モデルナワクチンについて】 

○ 割り当てたファイザーワクチンを使い切り、追加ワクチンが必要な場合

は、２月から「モデルナ（１バイアルあたり15回分）」ワクチンをお渡し可

能です。 

○ モデルナワクチンの配送は、人員・配送用品が不足しているため、困難で

す。受取を希望する場合は、２月以降、練馬区住民接種担当課（03-5984-

1475 平日 8:30～17:15）に事前にご連絡の上、石神井公園区民交流センター

にお越しください。 

○ 区の集団接種会場（病院を除く）は、２月以降「モデルナ」のワクチンを

使います。 

〇 モデルナワクチンは、 

冷凍（-25℃～-15℃）で管理する場合は、９か月まで 

冷蔵（2℃～8℃）で管理する場合は、30日間 

で使い切ってください。（※ ワクチン有効期間中に限る） 

〇 モデルナワクチンの接種量は、１・２回目と３回目で異なります。 

  １・２回目：0.5ml/回 

  ３回目  ：0.25ml/回 

 

 

 

４．小児（５～11歳）への接種体制について（12月 24 日国説明会より） 

 

〇 小児用ファイザーワクチンの接種の開始は３月以降になる見込みです。 

 

〇 １機関で複数ワクチンを取り扱うことを許容します。 

 

〇 12 歳以上と同様にワクチンを配送します。 

 

〇 12 歳以上用と小児用と取扱いル―ルが異なることから、別種類のワクチン

として扱ってください。 

 

〇 複数ワクチンを取り扱う場合には、混同しないような接種体制が必要とな

ります。  
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新型コロナウイルスワクチン比較表（令和３年 12 月 17 日時点） 

※小児用のファイザー社ワクチンは、薬事承認前の情報です。 

対象者
初回接種：12歳以上
追加接種：18歳以上

５歳～11歳 12歳以上 18歳以上

希釈

　　　　　必要
・0.45mlの薬液を1.8mlの
生理食塩水で希釈
・希釈後の液は、２～30℃
で保存し、希釈後６時間以
内に使用

　　　　　必要
・1.3mlの薬液を1.3mlの生
理食塩水で希釈
・希釈後は、２～30℃で12
時間の保存が可能

不要

接種量 0.3ml/回 0.2ml/回 0.5ml/回 0.25ml/回

１バイアルの単位 ６回/バイアル 10回/バイアル 10回/バイアル
15回以上/バイアル

※栓への20回を超える穿刺
は行わない。

最小流通単位 195バイアル/箱 10バイアル/箱 10バイアル/箱

ファイザー社
（大人用・初回/追加）

　ファイザー社
（小児用・初回）
※薬事承認前

武田/モデルナ社（初回） 武田/モデルナ社（追加）

保管温度と
有効期間

●－90℃～－60℃：９か月

●－25℃～－15℃：14日
※なお、1回に限り再度
－90℃～－60℃に戻し保存
することができる。

●２～８℃：１か月

●－90℃～－60℃：６か月

●２～８℃：10週間

※小分けの移送は、－90℃～
－60℃か２～８℃の温度で
行う。

　　　　　　　●－25℃～－15℃：９か月

　　　　　　　 ●２～８℃：30日
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１ ワクチンの小分け移送・納品【サテライト型】 

（１）事務手順 

配送スケジュール 

※配送するワクチンはファイザー社ワクチンです 

 

 

 

 

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 2/1 2/2 2/3 2/4

１月

両グループ 配送 両グループ 配送

両グループ
発注〆

グループA
発注〆

両グループ
発注〆

両グループ 配送両グループ 配送

日 月 火 水 木 金 土
1/31 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 3/1 3/2 3/3 3/4

２月

グループA 配送グループA 配送

グループA 配送

グループA
発注〆 グループＢ 配送グループＢ 配送

グループＢ 配送グループＢ 配送

グループＢ
発注〆

グループＢ
発注〆

グループA 配送

グループA
発注〆

【グループＡ】練馬エリア、大泉エリア 

【グループＢ】石神井エリア、北町エリア 
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①ワクチンの発注（診療所→練馬区） 

翌週配送分のワクチン数等を【水曜日の 17 時】までにワクチン注文フォー

ムに入力し送信してください。 

※１日の予約数は６の倍数（７回採取する場合は７の倍数）としてください。 

※ワクチン発注は、別途お示しする上限を超えないようにご注意ください。 

※ワクチン発注は、貴院が所属するエリアのフォームで入力・送信してください。 

 

 

②配送ワクチン数をお知らせ（練馬区→診療所） 

各診療所へ配送するワクチンの数をワクチン発注締切日の翌日にメールで

お知らせしますので、配送されるワクチン数等をご確認ください。 

※ワクチン数が空欄の場合 

〇ワクチン注文フォームでの発注が完了していないことが考えられます。お手

数ですが、お電話で必要バイアル数をご連絡ください。 

〇貴院が所属するエリアの配送週ではない場合はワクチン数の欄を黒塗りに

しています。 

 

③ワクチンの納品（各診療所にて） 

発注いただいたワクチンの受け取り等をお願いします。 

 

 （ア）診療所へ納品されるもの 

ⅰ ワクチン本体 

  ※－25～－15℃で配送（保冷バッグに入っています） 

ⅱ ワクチンに付属する書類 

（接種済証及び予診票に貼付するためのワクチン接種シール） 

ⅲ 0.9%生理食塩水(20mL)（１バイアルにつき一本） 

【注意】 

 ３月以降ワクチンの配送は２月同様エリア毎に週替わりで配送す

る予定です。 

 決まり次第、お知らせいたします。 

ワクチン注文フォーム アドレス 

【練馬エリア】  https://forms.gle/hVbq25txxSWUTSh8A 

【石神井エリア】 https://forms.gle/EPvXmL36ENxWCxMg8 

【大泉エリア】  https://forms.gle/vD7xXRRYEv3UbjkW7 

【北町エリア】  https://forms.gle/zcH9PY8bj1ReaDrw7 

https://forms.gle/hVbq25txxSWUTSh8A
https://forms.gle/EPvXmL36ENxWCxMg8
https://forms.gle/vD7xXRRYEv3UbjkW7
https://forms.gle/zcH9PY8bj1ReaDrw7
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ⅳ 接種用注射針及びシリンジ 

ⅴ 希釈用注射針及びシリンジ 

ⅵ ワクチン情報提供シート 

 

 ※１バイアルあたり７セットで針・シリンジをお渡しします。 

医療従事者用も区民用も、１バイアルから７回接種可能となります。 

予約状況などに応じてご使用ください。 

 

（イ）受け渡しの流れ 

※納品後、ワクチンはすぐに冷凍庫または冷蔵庫に保管してください。 

 

（２）情報提供シート（様式） 

（練馬区控） 

 

受け取りのサインを記入し、配送スタッフ

にお渡しください。 

バイアル数の確認、シリンジ・針・生理食塩液、ワクチン

情報提供シートの確認 

受け取りサイン（ワクチン情報提供シート（区控え）） 

保冷バッグの回収（前回納品時のもの） 
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（医療機関控） 

 

 

（３）武田／モデルナ社ワクチンについて 

小分け配送は原則ファイザー社ワクチンとなりますが、別途お知らせする

小分け上限数を超えて接種を行う場合に武田／モデルナ社ワクチンを以下

のとおりお渡しします。 

 

お渡し場所 石神井公園区民交流センター 

お渡し時間 10 時～16 時（土日祝日を除く）※２月１日から 

注文締切日 受取日の３日前まで 

注 文 方 法 住民接種担当課へ電話注文（03-5984-1475） 

小分け単位 
１バイアル 

※追加接種の場合 15 回／バイアル 
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２ 接種の実施【基本型・サテライト型】 

（１）事務手順 

  ① 【受付】 

    本人確認・・・・・・・接種券と本人確認書類（運転免許証、健康保

険証、介護保険証、マイナンバーカード等）

の内容を確認。 

 

   ★練馬区民以外の取扱い 

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

きます。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、当該住所地外接種届出済

証の申請を省略できます。 

 

＜やむを得ない事情に該当すると考えられる方＞ 

 

【住所地外接種届出済証 必要】 

□ 出産のために里帰りしている妊産婦 

□ 単身赴任者 

□ 遠隔地へ下宿している学生 

□ 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 

□ その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者 

□ 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 省略可】 

■ 入院・入所者 

■ 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サ 

ービスの利用者 

■ 基礎疾患を持つ者が かかりつけ医の下で接種する場合 

■ コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の 

下で接種する場合 

■ 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要す 

る場合 

■ 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合 

■ 災害による被害にあった者 

■ 勾留 又は留置されている者、受刑者 
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■ 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である 

  者 

なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある 

者に限る。 

 

※ 他自治体の接種券と、練馬区が発行した「住所地外接種届出済証」をお持

ちの方は、練馬区にて接種が可能です。 

（上記■に該当する方は届出済証がなくても接種できます）。 

 

【住所地外接種届出済証（見本）】 
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① 予診 

接種実施医療機関等において、接種を行う前に予診票の確認、問診およ

び診察を行い、予防接種を受けることが適当でない者または予防接種の判

断を行うに際して注意を要する者に該当するか否かを調べる。その際に、

接種対象者が接種医（看護師又は准看護師が医師の指示の下で接種を行う

場合には、当該医師）の名前を確認できるようにすること。参考として、

厚生労働省ホームページにおいて、予診票の確認のポイントを掲載してい

る。 

〈予診票の確認のポイント(厚労省ホームページ)〉

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html 

  

② 接種に当たっての注意事項 

Ⅰ 接種時の確認事項 

・１、２回目接種の場合、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日の間隔をおいて２回接種する。 

 モデルナ社の接種間隔は、20日以上の間隔をおいて、標準的には 27 日

の間隔をおいて２回接種する。 

・１、２回目接種の場合、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、モデルナ社の場合は４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。 

・３回目接種の場合、２回目接種から８か月を経過した方が対象となるた

め、２回目接種日を確認する。なお、高齢者は２回目接種から７か月を

経過すれば接種することができる。 

・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。 

 

 

  Ⅱ 接種不適当者 

ア 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者。 

イ 明らかな発熱を呈している者（通常 37.5℃以上の発熱をいう） 

ウ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

エ 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 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html
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   オ 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 

 

  Ⅲ 接種要注意者 

   ア 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 

   イ 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者および全身性発疹等

のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者 

   ウ 過去にけいれんの既往のある者 

   エ 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 

   オ 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 

   カ 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、

武田/モデルナ社製ワクチンには、ラテックスは含まない） 

   

Ⅳ 接種券と予診票の取り扱い 

   ア 接種時に、「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。 

   イ 接種済証に、ワクチンメーカーから送付されるシールを貼付し、接

種年月日及び接種医療機関名を記入する。 

   ウ 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  副反応 

    副反応への対応 

ア 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。 

     イ 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 

ウ 血管迷走神経反射へのご対応をお願いします。 

    エ 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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＜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。 

 

 
 

 

 ④ ワクチンを無駄にしない取組 

【ファイザー社製ワクチン】 

   ア 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１か月保存可能 

・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 

   イ 接種は予約制とし、１バイアル６回分のため、１日の予約数は６の

倍数とする。 

【モデルナ社製ワクチン】 

   ア 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 30日間保存可能 

・冷凍の場合、-25～-15℃の環境を維持できる冷凍庫に格納し、有効

期限まで保存可能 

   イ 接種は予約制とし、１バイアル 15回分のため、１日の予約数は 15

の倍数とする。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou_youshikietc.html
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【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、優先接種区分等に関

わらず、付き添いで希望する方などに接種する。３回目接種の場合

は、例外的な対応として、２回目接種から６か月経過していれば接

種可能。 
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（２）予診票と接種券の取り扱い 

  ア 区民の方への発送について 

   (ア) 送付時期 

      ２回目接種日から６か月半後を目安に随時発送 

  (イ) 送付内容 

     ・封筒(青) 

・接種券(追加接種用) 

     ・予診票(追加接種用)(２枚複写式 １部) 

     ・新型コロナワクチン追加(３回目)接種のお知らせ(説明書) 

     ・新型コロナウイルスワクチン接種情報 

     ・インターネット予約手順 

・電話（自動音声受付）予約方法案内 

     ・新型コロナウイルスワクチン接種実施会場一覧 

  

イ 予診票と接種券の取り扱い方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワクチンセット 

ワクチン(バイアル) 接種済みシール 
１枚は余る仕様 
ロッド No.シール(３枚) 

予診票(請求用) 予診票(医療機関控え) 【練馬区仕様】接種券 

接種後に医療機関が貼り付けてください。 
練馬区様式の接種券や予診票の取り扱い方法は、初回接種と同様です。 
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ウ 接種券【練馬区様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 予診票【練馬区様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接種済証 
接種年月日・接
種場所を記載
して、ワクチン
に付属してい
る接種済みシ
ールを貼付し
てください。 

二次元  二次元  

タブレット(ＶＲＳ)読み取り用二次元コード 

２回目接種日から８か月後の日付を印字して発送します。 
前倒し接種可能な対象者（医療従事者等・65 歳以上の方）については、ご自身の接種時期について、
同封チラシを確認いただくように案内文を記載します。 

青枠内は接種を行った医療機関が記
入・貼付してください。 
また、質問項目について、予診時に記
載済みであった場合は、各項目を被
接種者にご確認ください。 
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（参考）接種券一体型予診票【他自治体様式】 

接種券および予診票の様式については、練馬区のように接種券と予診票が分かれている従来どおり

の様式のほか、接種券と予診票が一体となったものを使用している自治体があります(下図のとお

り)。この場合、接種券および接種者情報が予め予診票に印字されています。（自治体によって一部印

字がない場合もあります。） 

また、複写式ではない場合がありますので、各医療機関でコピーし、控えを保管していただくよう

お願いいたします。 

（注意１）この様式の場合、接種済証が同封されているか、接種済証が接種券一体型予診票とミシン

目で切り離せるようになっています。必ず接種済証にシールの貼付や接種年月日・場所を記載して、

被接種者へ返却してください。 

（注意２）予診の結果、接種ができなかった場合は、接種券上部の（□予診のみ）を（■予診のみ）

のように塗りつぶし、ＶＲＳでの読み取りは行わないでください。接種券一体型予診票は、住民票所

在地自治体で再度発行していただくよう被接種希望者へお声掛けお願いいたします。 

接種券一体型予診票 接種済証 

Lot No.シール貼付 ・接種済シール貼付 

・接種年月日、接種場所記載 
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３ 請求と支払い 

 

（１）請求と支払いの流れ 

    

医師会加入 

医療機関 

医師会非加入 

医療機関 

医師会加入または 

医師会非加入医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（２）接種単価（税込） 

 

 ６歳以上 ６歳未満 

予診のみ 

通 常 1,694 円 2,420 円 

時間外 2,497 円 3,223 円 

休 日 4,037 円 4,763 円 

接 種 

通 常 2,277 円 3,003 円 

時間外 3,080 円 3,806 円 

休 日 4,620 円 5,346 円 

 

 

 

 

練馬区民に接種 練馬区民以外に接種 

医師会 練馬区 東京都国保連 

※ 接種月の翌月の 10 日までに請求書と予診票を提出 

（やむを得ない事情により提出できない場合は翌々月に月遅れ請求） 

接種月から概ね３カ月後に支払い 
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（３）時間外・休日での接種等加算金の請求 

  【① 通常の接種（2,277 円）】     【② 時間外の接種（3,080 円）】    【③ 休日の接種（4,620 円）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:45 

① 通 常（診療時間内）の接種 ⇒ マークなし（未記入） 

② 時間外（診療時間外）の接種 ⇒ 時間外欄にマークおよび受付時間を記入 

③ 休 日（休診日など）の接種 ⇒ 休日欄にマーク 

※ 今後６歳未満への接種が開始された場合は、小児（６歳未満）欄にマークしてください。  

※ 予備①および予備②欄は現時点で使用しない項目です。 
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（４）Ｖ－ＳＹＳからの請求書の出力方法 

 

【手順１】 

 Ｖ－ＳＹＳにログイン後、ホームメニューから下記アイコンを押す。 

 

 

 

 

【手順２】 

赤枠のとおり、接種会場名を入力し検索 

  検索後、該当がある場合は、医療機関コードが表示されます。 

  請求月は接種月の翌月にしてください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 部分検索ではヒットしないため、V－SYS に登録した医療機関名を正しく 

  入力してください。 

 

【手順３】 

（例）12 月に接種した数 

 通常の接種 時間外に接種 休日に接種 

練馬区民 150 人 10 人 30 人 

世田谷区民 5 人 2 人 3 人 

和光市民 10 人 1 人 1 人 

 

 <練馬区民分を入力> 

 赤枠のとおり、「医療機関と同一市内にお住まいの方」の欄の、「通常」、「時間 

外」、「休日」にそれぞれ接種回数を入力 

※ クーポン有とクーポン無の区分けがなくなったため、入力はすべて「接 

 種券を貼付した予診票分」に入力してください。 
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 <練馬区民以外分を入力> 

  ① 赤枠のとおり、世田谷区民分の接種回数を記入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②    を押し、和光市民分の接種回数を入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ６歳未満の方へ接種した場合は、青枠に✔をいれると右側に下記の画面が 

出現しますので、６歳以上と同様の流れで接種回数を入力してください。 
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【手順４】 

 ① 市区町村毎に接種回数を入力後、「保存」を押す。 

 ② 請求総括書を出力 

 ③ 市区町村別請求書を出力 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

② 

③ 
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（５）予診票の編綴方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【練馬区民に接種した場合の請求に係る編綴方法】提出先：練馬区医師会・練馬区 

市区町村別請求書（V-SYS から出力） 

① 予診のみ（旧様式１．２回目） 

② 予診のみ（新様式１．２回目）※ 

③ 予診のみ（３回目）※ 

※ 時間外休日接種を含む場合は、通常 ⇒ 時間外 ⇒ 休日の順番 

①
～
⑥
の
順
番
に
並
べ
る 

【予診票】 

④ 接種（旧様式１．２回目） 

⑤ 接種（新様式１．２回目）※ 

⑥ 接種（３回目）※ 

※ 万が一、１．２回目の医療従事者の予診票を 

まだ提出されていない場合は、接種券を張り付 

けた予診票と分けて提出してください。 
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【練馬区民以外に接種した場合の請求方法】 提出先：東京都国民健康保険団体連合会 

具体的な請求方法等は東京都国民健康保険団体連合会へご連絡ください。 

請求に関する内容：03-6238-0459 支払に関する内容：03-6238-0327 
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（６）請求で使用する各種様式 

  【練馬区民への接種】 

提出先 提出先 提出様式 

医師会加入 

医療機関 
医師会 

〇 市区町村別請求書 

〇 予診票 

医師会非加入 

医療機関 
練馬区 

〇 市区町村別請求書 

〇 請求及び受領に関する届(初回のみ） 

〇 委任状（※１） 

〇 予診票 

※１ 以下に該当する場合は委任状が必要です。 

    〇 第三者の口座を指定する場合 

    〇 契約の主体が本社で、支社の口座を指定する場合 

    ※ 支社が契約の主体となり、本社の口座を指定する場合は、委任状 

の提出の必要はありません。 

 

 【練馬区民以外への接種】 

提出先 提出先 提出様式 

練馬区内の 

医療機関 

東京都 

国保連 

〇 請求総括書 

〇 市区町村別請求書 

〇 請求及び受領に関する届（※２） 

〇 委任状 

〇 予診票 

   ※２ 国保連からの費用の支払先は、原則として診療報酬又は特定健診等 

    の振込先として指定している（委任状に記載された医療機関等コード 

で登録されている）口座と同一です。本届出は、それ以外の口座を指 

定する場合に国保連に提出してください。 

詳細な手順は東京都国保連にお問い合わせください。 
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<請求総括書（Ｖ－ＳＹＳから出力）> 
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<市区町村別請求書（Ｖ－ＳＹＳから出力）>  
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<新型コロナワクチン接種に係る費用の請求及び受領に関する届> 

 

 

 

 

 

  

①と②はコロナワクチン接種における委任状に記載した契約 

代表者氏名を記入してください。 

①②および③が異なる場合は、委任状の作成が必要になります。 

 

① 

② ③ 
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<委任状> 
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（７）ワクチン管理委託料について 

 

診療所および病院の接種医療機関における新型コロナワクチンの管理業務

を支援します。下記の業務について、区と各医療機関とで委託契約を締結

し、毎月のワクチン配送実績に応じて区から委託料を支払います。 

 

ア 区が診療所・病院に委託する業務内容 

・ワクチンの在庫数・必要数の管理業務 

・新型コロナワクチン注文フォームでの発注業務 

・Ｖ－ＳＹＳでの接種可能量・納入希望量の登録業務 

・ＶＲＳでの接種記録の読み取り・タブレットの管理業務 

・ワクチンバイアルの受取・保管業務 

・その他本予防接種を行うために必要な管理業務 

  

イ 委託料単価  １バイアル
．．．．

当たり ２，５００円（税抜） 

 

ウ 委託期間  令和３年４月１日から令和４年９月３０日 

      （※現行の契約を継続予定） 

 

  エ 請求および支払の流れ 

① 接種月の翌月上旬に、区から医療機関（医師会会員は医師会が取りま

とめ）あて前月のバイアル管理数と請求金額を記した請求書を送付し

ます。 

② バイアル管理数と請求金額を確認後、医療機関は、区住民接種担当課

に請求書を提出します。（接種月の翌月 20日まで） 

③ 請求に基づき区から委託料を支払います。 

 

※ 医師会会員は、医師会が契約・請求・支払を代行していますの

で、一連の手続きは必要ありません。 
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４ 予防接種の間違いの報告 

 

 接種医（看護師又は准看護師が医師の指示の下で接種を行う場合には、当該

医師は、臨時接種を実施する際、「予防接種を適切に実施するための間違い防

止チェックリスト（次ページ）」等を参考にし、予防接種に係る間違いの発生

防止に努めるとともに、間違いの発生を迅速に把握できる体制をとるようお願

いします。 

万が一、誤った用法用量でワクチンを接種した場合や、有効期限の切れたワ

クチンを接種した場合、血液感染を起こしうる場合等の重大な健康被害につな

がるおそれのある間違いを把握した場合には、以下の iからⅵまでの内容を任

意の様式に記載し、被接種者が居住している（住民票のある）区市町村に速や

かに報告してください。 

 

ⅰ 予防接種を実施した機関 

ⅱ ワクチンの種類、メーカー、ロット番号 

ⅲ 予防接種を実施した年月日（間違い発生日） 

ⅳ 間違いに係る被接種者 

ⅴ 間違いの概要と原因 

ⅵ 健康被害発生の有無（健康被害が発生した場合は、その内容） 
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予防接種を適切に実施するための間違い防止チェックリスト 

 

１ 確認チェックリスト（医師、看護師、保健師等及び事務従事者が分担し、ダブルチェックを

行う。） 

（１）個別接種 

Ａ．受付時の確認事項 

 □ １）本人確認書類を用いて対象者の確認（住所、フルネーム、年齢、生年月日）。 

 □ ２）ワクチンの種類と回数の確認。 

 □ ３）ワクチンの対象接種年齢の確認。 

 □ ４）接種歴の確認。 

 □ ５）直前の予防接種実施日、前回の予防接種実施日（複数回接種が必要なワクチンの場

合）からの間隔の確認。 

 □ ６）予診票の質問事項がすべて回答されているか確認。 

 □ ７）検温を行い、記録。 

Ｂ．問診時の確認事項 

 □ １）対象者を住所、フルネーム、年齢、生年月日で確認する。 

 □ ２）ワクチンの種類と回数を確認する。 

 □ ３）対象者がワクチンの対象接種年齢であるか確認する。 

 □ ４）接種歴を確認する。 

 □ ５）直前の予防接種実施日、前回の予防接種実施日（複数回接種が必要なワクチンの場

合）からの間隔を確認する。 

 □ ６）接種前の検温を確認する。 

 □ ７）予診票の記載に漏れがあれば確認する。 

 □ ８）診察を行い、体調を確認する。 

 □ ９）医師記入欄に署名又は記名押印する。 

 □ 10）接種対象者又は保護者の承諾サインをもらう。 

Ｃ．接種時の確認事項 

 □ １）ワクチンの種類及び有効期限を確認する。ワクチンを希釈した場合は、希釈した時間

を記録し、接種時に使用期限内であることを確認する。 

 □ ２）ワクチンの外観を確認する。 

 □ ３）ワクチンの接種量を確認する。 

 □ ４）接種方法を確認する。 

Ｄ．接種後の確認事項 

 □ １）使用済み注射器は適正に廃棄する。 

 □ ２）予診票、診療録、母子健康手帳、予防接種済証などに接種日、メーカー名、ワクチン

のロット番号、接種量、医療機関名などを記載する。 

 □ ３）予診票を回収したか確認する。 

 □ ４）接種終了後の注意事項を説明する。 

参 考 
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 □ ５）副反応にそなえ、接種後15～30分程度待機させる。 

Ｅ．ワクチン保管の確認事項 

 □ １）ワクチンの保管については、各ワクチンの添付文書で確認する。 

 □ ２）ワクチンの種類別に整理し、使用予定数を確保しておく。 

 □ ３）有効期限までの日数が長いものは奥に、短いものは手前に置く。 

 □ ４）保管庫の温度を記録する。（保管庫内に最低最高温度計を入れておく。） 

Ｉ．救急搬送措置の確認事項 

 □ １）事故発生に対する対応策、応急措置等について準備できているか確認する。 

 □ ２）重篤な副反応が見られた場合、適切な医療機関への搬送手段を確保しているか確認

する。 

 □ ３）市町村、医師会、近隣医療機関等と接種実施日等に関して情報共有・連携を図ってい

るか確認する。 

（２）集団接種 

Ａ．受付時の確認事項 Ｂ．問診時の確認事項 Ｃ．接種時の確認事項 Ｄ．接種後の確認事

項については、（１）個別接種と同じ。 

Ｆ．事前の準備での確認事項 

 □ １）予防接種の実施日時と会場を決める。 

 □ ２）接種対象者（保護者）に案内通知する。 

 □ ３）接種対象者の数により、必要な人員（医師、看護師、保健師等及び事務従事者）を確

保する。 

 □ ４）出務医師のリストを作成する。 

 □ ５）救急用具、救急薬品、体温計を揃える。 

 □ ６）必要ワクチンの本数を確保する。 

 □ ７）ワクチンの有効期限を確認する。 

 □ ８）ワクチンの保管条件を確認する。 

 □ ９）必要な注射器（針）又はスポイトの数を確保する。 

Ｇ．当日の準備での確認事項 

 □ １）担当医師に接種開始時間の10分前までに会場に到着するように連絡する。 

 □ ２）救急用具、救急薬品、体温計を会場に運ぶ。 

 □ ３）ワクチンの種類及び有効期限を確認する。 

 □ ４）ワクチンの保管条件を確認する。 

 □ ５）搬出ワクチン量を確認する。 

 □ ６）搬出注射器（針）の数を確認する。 

 □ ７）搬出注射器（針）の使用期限を確認する。 

 □ ８）ワクチンを保管庫から取り出し、保冷剤の入った搬出容器に入れて注射器（針）など

必要物品とともに会場に運ぶ。 

 □ ９）十分余裕をもって会場に出発し、接種会場を設定する。 

Ｈ．予防接種液の調整 
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 □ １）ワクチンの種類及び有効期限を確認する。 

 □ ２）ワクチンの外観を確認する。 

 □ ３）滅菌済トレイ、滅菌済ガーゼ、滅菌済ピンセット、滅菌済手袋、消毒用アルコール綿

等を利用して汚染しないように取り扱う。 

 □ ４）一人分ずつ規定量を注射器に詰める。 

 □ ５）溶解したワクチンは、遮光してクーラーボックス等の中に入れておく。  

□ ６）希釈が必要なワクチンは、添付溶剤で均等な懸濁液を作る。 

□ ７）１バイアルに複数回接種分が含まれている場合は、ゴム栓が汚染されないように注

意するとともに、溶液を吸引する前にアルコール綿等を用いて消毒を行う。 

Ｉ．救急搬送措置の確認事項 

 □ １）事故発生に対する対応策、応急措置等について準備できているか確認する。 

 □ ２）重篤な副反応が見られた場合、医療機関への搬送手段を確保しているか確認する。 

 □ ３）消防署、医師会、近隣医療機関等と接種実施日等に関して情報共有・連携を図ってい

るか確認する。 

 

２ 医師がチェックする確認事項の解説 

 医師は、上記のチェックリストの「B．問診時の確認事項」「C．接種時の確認事項」「D．接種

後の確認事項」「E．ワクチン保管の確認事項」について、看護師、保健師等及び事務従事者のチ

ェックが適切に行われているか再確認する。 

 特に、以下のＢの１）、２）、３）、４）、５）及びＣの４）については、慎重に確認する。 

Ｂ．問診時の確認事項 

 １）対象者を住所、フルネーム、年齢、生年月日で確認する。 

 受付時に本人・保護者の申し出、診察券、接種券、予診票、母子健康手帳、予防接種済

証などの照合で確認しているが、接種医師等が再度チェックする。 

 同姓同名の者がいる場合、複数の同胞が一緒に来院した時は特に注意しなければならな

い。付き添ってきた接種対象者でない家族に誤って接種しないよう気をつける必要があ

る。 

 ２）予防接種の種類、接種量と回数を確認する。 

 受付でもチェックしているが、接種医師等が再度予防接種の種類を確認する。 

  また、新型コロナワクチンは、１医療機関等につき１種類のワクチンを扱うことを基

本としているが、異なったワクチン接種を希望する家族が一緒に来院した時も注意しなけ

ればならない。数種類のワクチンを机上に置かず、これから接種しようとする一人分のワ

クチンだけを用意することも間違い防止対策として大切である。 

 接種直前に接種対象者等にワクチンを見せ確認させれば、間違いを未然に防ぐことがで

き、接種対象者等も安心する。 

 ３）対象者がワクチンの対象接種年齢であるか確認する。 

 接種対象年齢でない者が接種を受けにくることがある。この場合、接種を行わないこと。 

 ４）接種歴を確認する。 
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 既に接種済みの予防接種を忘れて再度接種を受けにくることがある。接種前に接種済

証、母子健康手帳、カルテ等をチェックすることにより、接種済みであることを接種対象

者等に告げることができる。 

  ５）直前の予防接種実施日、前回の予防接種実施日（複数回接種が必要なワクチンの場合））

からの間隔を確認する。 

 ワクチン相互の間隔が不十分であるにもかかわらず予防接種を受けにくる場合がある。

同一種類のワクチンを接種する場合は、接種の間隔に関する定めがあるので、その定めに

よる。また、異なるワクチンとの接種間隔については、原則13日以上の間隔があいている

ことを確認する。他の予防接種を受けた後に新型コロナワクチンの接種を受けに来るケー

スがある。これらは接種前に接種済証、母子健康手帳やカルテをチェックすることにより、

未然に避けることができる。また、新型コロナワクチンの場合、別の種類のワクチンの同

時接種はできない。 

 ６）接種前の検温を確認する。 

 予防接種法施行規則第２条２項（予防接種の対象者から除かれる者）に「明らかな発熱

を呈している者は接種不適当者」とされている。自宅で検温した時に熱があれば、通常予

防接種を受けに来ないが、熱がないと思って来院しても、接種前の検温で発熱に気付くこ

とがある。 

 予防接種前の検温結果が記載されていないと、適切な対処ができなくなるおそれがある

ので、注意する。 

 ７）予診票の記載に漏れがあれば確認する。 

 問診事項は、安全に当該接種が可能であるか判断する重要な資料である。 

 医師としては、予診を尽くし、最大限の努力をして、接種を受ける者の体調を確認する

ことが大切である。 

 ８）診察を行い、体調を確認する。 

 予防接種は緊急時を除き、体調の良い時に行うものであり、接種前に診察を行い体調を

確認する事が大切である。 

 ９）医師記入欄に署名又は記名押印する。 

 医師は予診票を確認し、必要に応じて追加質問し、さらに診察した上で、接種の可否に

関する診断をし、接種対象者等に説明する。署名は医師の直筆で行う。 

 なお、ゴム印等で記名した場合は医師の押印を行う。 

 特に特設の接種会場で複数の医師が実施している場合は、責任の所在を明らかにしてお

く必要がある。 

 10）接種対象者又は保護者の承諾サインをもらう。 

 記載漏れがあると、市町村の担当者から問い合わせがあったり、予診票が戻されたりす

ることがある。 

 接種対象者又は保護者の意志確認が必要であるので、接種を受けることの同意欄に「○」

をしてもらい、接種対象者又は保護者のサインをもらっておく。 

Ｃ．接種時の確認事項 
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 １）ワクチンの種類及び有効期限を確認する。 

 ワクチンの有効期限をチェックし、期限切れのワクチンは使用しない。特に、生ワクチ

ンは有効期限が過ぎると力価が低下し、接種しても十分な抗体価が得られない可能性があ

る。 

また、有効期限に近いワクチンは冷凍庫・冷蔵庫の手前に保管し、有効期限に近いワクチ

ンより順番に使用するとよい。 

 ２）ワクチンの外観を確認する。 

 ワクチンの製造過程で異物が混入し、メーカーが同ロットのワクチンを回収したことが

ある。異物の混入は極めて稀な事態であるが、使用前に外観をチェックする習慣をつけて

おくことは大切である。 

 ３）使用前に凍結ワクチンを溶解液で溶かす場合は、十分溶解し、均等になるよう心掛ける。

また、解凍の際は、室内照明による暴露を最小限に抑え、直射日光及び紫外線があたらな

いようにすること。 

 ４）ワクチン接種量を確認する。 

 接種量が決められている。 

 ５）接種方法を確認する。 

 新型コロナワクチンは筋肉内注射で行われる。誤って皮下注射や皮内注射や静脈内注射

を行わないこと。 

  

Ｄ．接種後の確認事項 

 １）使用済み注射器は適正に廃棄する。 

 使用済み注射器を入れるトレイと、未使用注射器を入れておくトレイの置く場所を離し

たり、トレイの種類を変えるなど、両者が混在しないようにする配慮が必要である。必ず、

リキャップせずにそのまま廃棄する。 

 特設の接種会場で30人に接種後、使用済みの注射器の数を確認したところ29本しかなか

ったという事例がある。 

  

 ２）予診票、診療録、接種済証、母子健康手帳などに接種日、メーカー名、ワクチンのロッ

ト番号、接種量、医療機関名などを記載する。 

 予防接種の記録を残しておくことが大切である。予防接種歴が明らかであれば、余計な

予防接種をしないで済む事もあり、接種間隔が不十分であれば接種を延期させることもで

きる。また、被接種者に予防接種の記録（母子健康手帳等）は一生保存しておくよう指導

する。国立感染症研究所では成人用の予防接種記録手帳（ 

https://www.niid.go.jp/niid/images/vaccine/record-

nb/Adult_vaccination_record_notebook.pdf）を作っているので、参考となる。海外への

留学の際に予防接種証明書が必要となるが、母子健康手帳に記載があれば証明書発行が可

能である。 

https://www.niid.go.jp/niid/images/vaccine/record-
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 市町村では予診票の記載を参照して予防接種台帳に記録を残すが、記載不備だと個別接

種医療機関に問い合わせが行われる。カルテにも記録を残しておけば、市町村からの問い

合わせに答えることができる。 

 ３）予診票を回収したか確認する。 

 保護者が予診票を持ち帰ることが時々ある。予診票は市町村において少なくとも５年間

は保存することとなっているので、回収して市町村又は国保連へ提出（コピー不可）する

ことが必要である。 

 ４）接種終了後の注意事項を説明する。 

 追加接種時には局所反応が強く出ることがあるが、通常は自然に軽快するので心配する

必要はない旨説明する。上腕全体や肘を越えて前腕までおよんだ場合や、心配するような

事が起きた時は連絡するよう指導する。 

 ５）副反応にそなえ、接種後15～30分程度待機させる。 

  

 副反応出現が予想される者に対しては、異常反応を認めた時にすぐ対処できる所にいる

よう指導する。 

 アナフィラキシー、血管迷走神経反射による失神、けいれん、心停止、じんましん、嘔

吐に対して応急処置を行い、必要があれば救急車で救急病院に搬送し、市町村及び医師会

に連絡する。 

 救急薬品は常備しておく。救急用具も常備しておくことが望ましい。また、事故発生時

には近くの医療機関から応援医が駆け付ける態勢をとっておくのもよい。 

Ｅ．ワクチン輸送・保管の確認事項 

 １）ワクチンの輸送・保管については、各ワクチンの添付文書で確認する。 

 ２）ワクチンの種類別に整理し、使用予定数を確保しておく。 

 ワクチンの種類別に保管場所を決め整理しておくと、在庫本数が一目瞭然であり足りな

くなりそうな時にすぐ補充ができる。接種希望者に対して、在庫が無かったが為に接種で

きないで帰宅させることのないようにしなければならない。 

 ３）有効期限までの日数が長いものは奥に、短いものは手前に置く。 

 期限切れのワクチンを使用しないために、有効期限が近いものより順番に使用する。そ

のためには、ワクチン毎に有効期限までの日数が長いものは奥に、短いものは手前に置く

ようにすると便利である。 

 ４）保管庫の温度を記録する。 

 定期的に保管庫の温度をチェックし、記録する。 

 

３ 事故予防対策の例 

  

１）予定外のワクチン接種（ワクチンの取り違え） 

 ワクチンや接種者の取り違いを起こさないようにする工夫策の例。 
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Ａ）診察時及び接種時に改めて対象者（あるいはその保護者等）に口頭で接種されるワクチンと対象

者の名前をフルネームで確認する。 

Ｂ）対象者が決められた接種年齢であること及び接種歴を確認する。 

Ｃ）カルテ、予診票、接種済証、母子健康手帳への記入、接種ワクチンのラベルの貼付などを完了し

てから接種を行う。 

Ｄ）トレイは接種対象者一人ずつ専用にし、接種ワクチン液を充填したシリンジの傍に内容を確認で

きるバイアルを置いておく。あるいはシリンジにワクチン名のラベルを貼付するか記入する。 

Ｅ）接種対象者一人ずつに対して問診・診察・ワクチン充填・確認・接種を完結するよう努める。 

Ｆ）受付時に予診票は回収せず、対象者（保護者）に持たせておき、対象者と予診票とがセットで動

くようにする。 

Ｇ）ワクチンの種類に応じた色のリボンなどを用意し、対象者に持たせ（付ける）、対象者がどのワク

チンを接種するか確認しやすいようにする。 

Ｈ）２回目以降の接種は、最初に使用したワクチンを確認する。 

 

２）接種量の誤り 

接種量の間違いを起こさないようにする工夫策の例。 

Ａ）接種対象者の年齢を本人又は保護者に口頭で確認する。 

Ｂ）予診票やカルテに接種量を記載してから、シリンジにワクチンを接種量だけ充填する。 

Ｃ）確認しやすい場所に接種量の表を貼っておき、その都度確認する。 

Ｄ）シリンジに年齢と接種量を記入する。 

 

３）接種回数の誤り 

Ａ）次回の接種が必要か不要か、必要であればいつ頃がよいか、本人又は家族、保護者に伝える。 

Ｂ）接種記録を本人又は保護者に持たせる。 

 

４）接種方法の誤り 

 接種方法の間違いを起こさないようにする工夫策の例。 

Ａ）接種前の医師の休憩室に筋肉内注射部位の説明書等を置く。 

Ｂ）新型コロナワクチンの接種前に接種方法（筋肉内注射）を確認する。 

Ｃ）特に特設の接種会場では、ワクチン添付文書をわかりやすい位置に置き、接種医には接種前に当

日のワクチンの種類、接種方法、接種部位、接種量など担当者が説明し、再確認してもらう。 

 

５）接種間隔の誤り 

 同一種類のワクチンを複数回接種する場合の接種間隔は、ワクチンの添付文書に従う。 

 新型コロナワクチンは、接種開始年齢と接種方法を確認して行う。 

 受付時、問診時に接種間隔の誤りがないように確認を意識して行う。 
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６）接種開始時期の誤り 

接種前に対象者の年齢を確認する。 

接種するワクチンの接種開始年齢を確認する。 

以上を確実におこなえば誤りは防止できる。 

 

 ７）予診票確認の不備 

予診票確認の不備を起こさないようにする工夫策の例。 

Ａ）予診票中の質問事項がすべて回答されているかどうかを確認する。 

Ｂ）回答欄に「あった」、「はい」、「ある」などがあれば医師記入欄に問診医の判断を記載する。 

Ｃ）診察前の体温、住所・氏名・年齢を口頭で確認し、チェックを記載しておく。問診内容を確認し

ながら医師記入欄にチェックをいれていく。 

Ｄ）問診・診察終了後、「今日の予防接種は（実施できる・見合わせた方が良い）」どちらかに○をつ

け、医師の署名又は記名押印をする。 

Ｅ）保護者に「接種することに（同意します・同意しません）」のどちらかに○をつけてもらい、保護

者のサインをしてもらう。 

Ｆ）使用ワクチン名欄にロット番号を記入又はラベルを貼付、接種量、実施場所・医師名、接種年月

日を記載して予診票を完結させて、接種できる場合は上記が完了した後に接種を行う。 

 

８）有効期限切れワクチンや注射器での接種 

 保管上や使用上の注意点。 

Ａ）ワクチン毎にロット番号順にまとめ、有効期限が記載されている側が見やすいように配置してお

く。 

Ｂ）ワクチン受け払い簿にワクチン受け入れ時に有効期限を明示し、定期的にチェックする。期限切

れワクチンは早急に処分しておく。 

Ｃ）ワクチンを受け取る時、使用ワクチンの種類とともに有効期限を確認する。 

Ｄ）ワクチン開封の際にも、有効期限を再確認する。 

Ｅ）使用する注射器や針の開封時に、使用期限を確認する。 

Ｆ）定期的に保管温度など管理状態及びワクチンの有効期限などを確認する。 

Ｇ）接種する前に、針と注射器をしっかりと締め直す。 

Ｈ）外れない針を使用する。 

 

９）接種後の安全確保 

Ａ）特設の接種会場には、アナフィラキシーの第一段階の治療として必要な呼吸循環の確保のため、

蘇生バッグ、エピネフリン、注射器などを常備しておく。 
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Ｂ）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に記載されている救急処置物品

（血圧計、静脈路確保用品、輸液、エピネフリン・抗ヒスタミン剤・抗けいれん剤・副腎皮質ス

テロイド剤等の薬液等）を常備しておくことが望ましいが、これは１例である。 

Ｃ）接種終了後15～30分間待機する理由を説明し、異常ないことを確認して帰宅してもらう。 

 

10）ワクチン保管の不備 

保管上の注意点や工夫策の例。 

Ａ）ワクチン受け払い簿にワクチン毎の保管温度を確認・明示し、受け入れ時、受け払い時に保管状

態を確認し、記録しておく。 

Ｂ）定期的に保管温度など管理状態及びワクチンの有効期限などを確認・記録する。最高・最低温度

が記録できる自動温度計を取り付けておくことが望まれる。 

Ｃ）ワクチン溶解時や吸い上げ時に接種量の再確認を行うと同時に、不純物や空気混入の有無などの

確認を行う。 

Ｄ）温度管理とともに光があたらないよう注意する。 

Ｅ）使用前にはワクチン液をよく調べ、異常な混濁、着色、沈殿及び異物の混入、その他、異常を認

めたものは使用しない。 

Ｆ）溶解後のワクチンは、期限内に使用できるよう、直ちに使用する。 

Ｇ）確認・参考のため、ワクチン添付文書をわかりやすい場所に置いておく。 

 

11）特設の接種会場における事故 

Ａ）特に特設の接種会場では、当日の流れをスタッフ全員が熟知しておく。 

Ｂ）対象者のフルネーム、年齢、接種予定ワクチン、接種量などを予診票に沿って確認し予診票記載

がすべて終了後、接種を行う。 

Ｃ）接種終了後、予診票を確実に回収する。 

Ｄ）当日の接種予定者数に応じたワクチン及び注射器を準備する。 

Ｅ）使用済み注射器と未使用の注射器の混在がないようなトレイの配置を行う。 
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（出典：公益財団法人予防接種リサーチセンター『予防接種実施者のための予防接種必携 
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関連ホームページ 

○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 

 

○「医療機関向け手引き（6.0 版）」 

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

 
 

○新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 

vaccine_yoshinhyouetc.html 

 

○動画「新型コロナワクチン より安全な新しい筋注の方法」 

  日本プライマリ・ケア連合学会 ワクチンチーム監修 

    https://www.youtube.com/watch?v=tA96CA6fJv8 

 

○ファイザー新型コロナウイルスワクチン医療従事者専用サイト 

    https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp 

 

 

○武田薬品 COVID-19 ワクチン関連特設サイト（日本） 

    https://www.take-care-covid-19.jp/ 

 

 

新型コロナウイルスワクチンに関する相談先 

○ 練馬区コールセンター 電話０３－５９８４－１６３３ 

平日午前９時～午後５時 

  （主な問い合わせ内容） ワクチン接種全般に関すること。 

○ 厚生労働省コールセンター 電話０１２０－７６１７７０ 

  毎日午前９時～午後９時 

  （主な問い合わせ内容） コロナワクチン施策のあり方に関すること。 

○ 東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター 

   電話０３－６２５８－５８０２ 毎日２４時間対応 

  （主な問い合わせ内容） ワクチン接種後に、体に異常があるとき。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
https://www.mhlw.go.jp/content/000869342.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
https://www.youtube.com/watch?v=tA96CA6fJv8
https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp
https://www.take-care-covid-19.jp/
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メール 【練馬区】新型コロナウイルスワクチン接種情報 

「【練馬区】新型コロナウイルスワクチン接種情報」等のタイトルで、練馬区

のコロナワクチン接種情報を定期的にメールでお知らせしています。必ずお目

通しをお願いします。 

送付先メールアドレスの変更を希望する医療機関は、住民接種担当課までご

連絡ください。 

 

 

 

お問い合わせ 

 

○ 本日の説明会内容に関する質問・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：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：１月 21日（金）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：１月 17日（月）掲載予定＞ 

  https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/ 

  formmail.cgi?d=sessyu-doga 

 

mailto:iryo-sesshu@city.nerima.tokyo.jp
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/hoken/
https://www.city.nerima.tokyo.jp/cgi-bin/form_enq/

