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令和４年５月 19 日 

練馬区健康部住民接種担当課 
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コロナワクチン４回目接種について 

 

 

 

１． 対象者等 

 

・対象者 ①60 歳以上の者 

②18 歳以上 60 歳未満で基礎疾患を有する者 

その他重症化リスクが高いと医師が認める者 

 

・接種間隔   ３回目接種から５か月以上空けること 

 

・使用ワクチン  12 歳以上用ファイザー、モデルナ 

 

・接種券 

① の方 …接種券の発行申請は不要です。３回目の接種時期に応じて 

区から順次発送します。 

② の方 …原則、接種券の発行申請が必要です。 

ただし、次の方は、重症化リスクの高い基礎疾患を有すること 

を区が把握しているため、申請不要です。 

・初回接種時に、基礎疾患が理由で年齢による発送時期より

前に接種券の発行を申請した方 

・身体障害者手帳を持っており、心臓・呼吸器・腎臓・肝臓

の機能障害がある方 

・精神障害者保健福祉手帳や愛の手帳を持っている方 

・自立支援医療受給者証（精神通院）を持っており、「重度か

つ継続」に該当する方 

・要介護・要支援認定を受けている方 

 

 

 

２． 接種開始日 

５月下旬（厚生労働省省令の改正による） 

※ 具体的な日程が分かり次第、メールにてお知らせします。 
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３． ５・６月の接種スケジュールについて（５月 19 日現在の予定） 

 

＜５月＞ 

５月 21 日（土） 区報 ４回目接種の記事掲載 

 

５月 23 日（月） 接種券送付（高齢者約 2,300 人＋基礎疾患） 

 

５月 27 日（金） ４回目接種 予約受付開始 

 

５月  日        接種開始日 

 

 ５月 30 日（月） 接種券送付（高齢者約 2,900 人＋基礎疾患） 

 

※５月９日～６月３日のワクチン発注はメール・電話で承ります 

 

 

＜６月＞ 

６月 １日（水） ワクチン発注締切【グループＡ 練馬・大泉エリア】 

         ⇒６月６日の週にワクチンを配送 

 ６月 ６日（月） 接種券送付（高齢者約 6,200 人＋基礎疾患） 

 

 ６月 ８日（水） ワクチン発注締切【グループＢ 石神井・北町エリア】 

          ⇒６月 13 日の週にワクチンを配送 

 

 ６月 13 日（月） 接種券送付（高齢者約 18,100 人＋基礎疾患） 

  

 ６月 15 日（水） ワクチン発注締切【グループＡ 練馬・大泉エリア】 

          ⇒６月 20 日の週にワクチンを配送 

  

 ６月 20 日（月） 接種券送付（高齢者約 28,500 人＋基礎疾患） 

  

 ６月 22 日（水） ワクチン発注締切【グループＢ 石神井・北町エリア】 

          ⇒６月 27 日の週にワクチンを配送 

 

 ６月 27 日（月） 接種券送付（高齢者約 24,000 人＋基礎疾患） 

 

※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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４． 区民の予約および接種における留意点 

 

【予約について】 

〇 令和４年５月 27 日（金）正午以降、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５月 23 日（月）発送の接種券から、「４回目接種 個別接種会場

一覧」を同封します。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 実際の予約数に基づいたワクチン数を発注してください。 

  対象者全員分相当のワクチンが割り当てられていますので、現時点では発

注上限数は設定しない予定です。 

 

  

【接種について】 

〇 対象者は、３回目接種から５か月経過後に接種可能です。 

最も早い方は５月下旬から４回目接種が可能となります。対象者は前ペー

ジのように毎週増加し、接種対象者が多くなるのは７～８月の見込みです。 

 

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。 

 

○ 引き続き、１・２回目接種、３回目接種、小児接種を希望する方への接種

への協力をお願いします。 

 

○ ファイザー、モデルナのワクチンについては、２回目接種の５か月経過後

から３回目接種が可能となるよう省令が改正される予定です。 

 

○ ワクチンの接種期間は、回数に関係なく、令和４年９月 30 日（金）です。 

 

 

 

５． ワクチンの取扱いについて 

 

【ファイザーワクチン】 

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） 

○  １回あたりの接種量は 0.3ml です。 
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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、 

冷凍（-90℃～-60℃）で管理する場合は、12 か月まで 

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】 

〇 モデルナワクチンの接種量は、１・２回目と３・４回目で異なります。 

  １・２回目：0.5ml/回 

  ３・４回目：0.25ml/回 

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） 
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（参考）新型コロナウイルスワクチンの特性（令和 4 年4 月 28日時点） 
 



7 
 

６． 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 7/1

６月

グループA 配送グループA 配送

グループＢ
発注〆

グループＢ
発注〆

グループA
発注〆

グループA
発注〆

グループA 配送 グループA 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 配送
グループA
発注〆

日 月 火 水 木 金 土
6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 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

７月

グループA 配送グループA 配送

グループＢ
発注〆

グループＢ
発注〆

グループA
発注〆

グループA
発注〆

グループA 配送 グループA 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 配送

グループＢ 配送 グループＢ 配送

【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 

※６月３日までのワクチン配送は、個別にメールまたは電話で承ります 
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①ファイザーワクチンの発注（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、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。 

 

 

（２）ワクチンの直接受け取りについて 

配送日以外でワクチンが必要な場合は、生涯学習センター分館にてワクチ

ンのお渡しができます。詳しくは下表をご確認ください。 

お渡し場所 生涯学習センター分館 

お渡し時間 10 時～16 時（土日祝日を除く） 

注文締切日 受取日の３営業日前まで 

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バイアルから 

お渡し可能な

ワクチン 

①ファイザー社ワクチン（12 歳以上） 

②ファイザー社ワクチン（５～11 歳） 

③モデルナ社ワクチン 

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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（３）モデルナ社ワクチンおよび小児（５～11 歳）用ファイザー社ワクチンの

配送について 

 

モデルナ社ワクチンおよび小児（５～11 歳用）ファイザー社ワクチンの 

配送は、「木曜」および「金曜」のみ配送を行います。 

配送を希望される場合は受取日の３営業日前までに住民接種担当課 

（03-5984-1475）へご連絡ください。 

 

 

 

（参考）  ４回目接種券および封筒の見本 
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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（7.0 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０１２０－４２７－４１７ 

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。 

 

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。 

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/

