令和３年３月13日 医療機関向け説明会
分類
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質問
回答
２回目接種をキャンセルした方はどの様に対応すればいいか
１回目が診療所での個別接種、２回目が集団接種とすることは可能です。ま
キャンセル日以降出来るだけ早く接種となるが、再びキャンセルの方が た、集団接種会場への申込ですが、インターネットおよび電話（自動音声受
出ない限り当院で接種する事は不可能。キャンセルした方は集団接種会 付）にて予約が可能です。
場で対応して頂くしか方法が無いと思う。現状では集団接種会場に申し
込む場合、ウェブでとなっていますが、高齢者の接種も想定されるの
で、電話対応可となる様にお願いしたい。
２回目の接種で仮に１名キャンセルが出た場合に、そのワクチンを１回 １回目が診療所での個別接種、２回目が集団接種とすることは可能です。ま
目の接種者に接種すると、その方の２回目のワクチンがなくなると思う た、集団接種会場への申込ですが、インターネットおよび電話（自動音声受
が、その場合の２回目の予約はどのようにするのが妥当か。集団接種で 付）にて予約が可能です。
優先的にその方の２回目分を確保するなど検討してもらえるのか。その
方は次の自院のワクチンにおいてキャンセルが出るまで接種できないの
か。
集団接種会場でも最大限の接種をやって頂きたい。
練馬区モデルはかかりつけ医療機関で安心して接種ができるという事を
強調した為か、ほとんどの患者が当院での接種を希望しています。アナ
フィラキシー対応を考慮すると当院では午後からスタッフが手薄になる
為、1バイアル/日しか接種出来ない。計算上、全ての高齢者が終了する
のは6ヶ月後になる。かかりつけ患者全員に接種する事には無理があ
る。かかりつけ医院があっても集団接種会場で接種可能な人は出来るだ
け集団接種を受ける様に促した方が良いと思う。

練馬区モデルは、診療所による個別接種をメインにし、集団接種にてカバーす
るというベストミックスを目指しています。平日の区立施設や土日の学校体育
館での集団接種にて、診療所で接種が難しい方への接種をカバーしていきま
す。
何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

基礎疾患は脂質異常症は入ってないが、新型コロナ感染症の重症化の目
安にもなっている。脂質異常症に関してはやはり基礎疾患に入らないの
か。また、他にこの基礎疾患に入っているかいないかなど確認すること
は国が確認することはあるか。

国が示す「基礎疾患」のうちに、「脂質異常症」は含まれておりません。
国の手引きでは「基礎疾患を有する者」について以下を挙げています。慢性の
呼吸器の病気、慢性の心臓病（高血圧を含む。）、慢性の腎臓病、慢性の肝臓
病（肝硬変等）、インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発し
ている糖尿病、血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）、免疫の機能が
低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。）、ステロイド
など、免疫の機能を低下させる治療を受けている免疫の異常に伴う神経疾患や
神経筋疾患、神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障
害等）、染色体異常、重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが
重複した状態）、睡眠時無呼吸症候群、基準（BMI30 以上）を満たす肥満の方
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ワクチン

11

ワクチン

12

ワクチン

3月19日

3月19日
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3月19日

高齢者の年齢の上限はあるか。後期高齢者についてはワクチン接種のリ 年齢の上限はありません。本人の同意に基づき、接種を行います。
スクと効果を考えると必ずしも接種を進めないとの記事を読んだことが
ある。

3月19日

ワクチン接種見込み数は、どのような方法で、区の委託した業者に報告 今後、報告書の様式をお示しし、メール等で報告いただく予定です。
するのか。

3月19日

説明会資料29ページのワクチン見込み数というのは高齢者に限った見込 見込み数は、その接種時期における対象者に応じた人数となります。高齢者
み数という理解でよいか。
（65歳以上）の接種優先期間においては、１クール（３週間）の間に、自診療
所等で接種可能な高齢者の見込み数（５の倍数）を報告してください【医療従
事者分を除く】。
リキャップ時の針さし事故が起きた時の対応は。

9

回答日

3月19日

原則、リキャップは禁止し、MDボックス等に廃棄してください。万が一、針刺
し事故が起きた場合には、貴院での通常の流れに基づいてご対応ください。

3月19日

ワクチンは5人取りと6人取り、どちらになるか。
2回目接種は1回目接種の3週間後に予約する事になるが、1回目接種時と
2回目接種時に1本のバイアルから取れる接種可能な人数が違うと、2回
目接種が出来ない、または廃棄する事になってしまうので、何人取りか
を決めておいてほしい。

現段階では、原則１バイアル５回ですが、６回接種が可能なシリンジを使用す
ることは差支えないと国から示されています。
接種用のシリンジは、ワクチンと合わせて国から提供されますので、そのシリ
ンジの形状によることになります。

3月19日

ワクチンは５回分でやるとのことだが、６回分とれる注射器が手元に
あっても、６回取らない方がよいということか。

現に保有する６回接種が可能な針・シリンジ等を使用することは差し支えあり
ません。

3月19日

ワクチンの小分け配送は火曜日、金曜日と決まっているのか。

火・金曜日を想定しています。冷凍配送の場合は、週１回配送になる可能性も
あります。

3月19日

ワクチンの冷凍保存の場合どれくらいの容量が必要か。

ワクチンの箱の大きさは、幅22.5cm×奥行15.5cm×高さ6cmです。（バイアル50
本が収納可能）
3月19日

ワクチン配達日時間指定はできるか。冷蔵庫に入れるワクチン箱の大き 配達の曜日、午前または午後枠程度の希望時間帯については、今後調査する予
さは（どの程度か）。
定ですが、配送箇所数、運搬時間などの制限があるため、ご希望にお応えでき
るかは未定です。
ワクチンの箱の大きさは、幅22.5cm×奥行15.5cm×高さ6cmです。
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ワクチン
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ワクチン

接種前にまとめて５名分分注して用意することを考えているが、分注後 分注を行う場合、希釈後室温で６時間の保存が可能です。
の保存可能時間はどのくらいか。

3月19日

ワクチン

ワクチンは診療所に何時ごろ届く想定なのか。それによって予約開始時 現在調整中です。確定次第お知らせします。
間を何時に設定すればよいのかが変わってくるのか。

3月19日
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ワクチン

ワクチン

ワクチン

ワクチンは衝撃に弱いと聞いているが、万一、バイアルを落とした場
ファイザー製ワクチンの性質上、使用不可になったものは廃棄していただき、
合、その取扱いについて、また調剤に失敗した場合、その責任の所在は V-SYSの廃棄数として報告してください。
どうか。
なお、ワクチンを大量に使用不可にしてしまった場合は、厚生労働省予防接種
室へ報告する必要があります。
①ワクチンは冷凍状態で届く時、マイナス何度で届くのか
②解凍方法は冷蔵庫か室温解凍か
③希釈用生理食塩水はもらえると聞いているが、どういう状態で届くの
か。バイアルごとに分けられたサイズか、大袋でまとめて届くか。大袋
だと何回も針をさすことになり、汚染の可能性が高いのでバイアルごと
が望ましい。
④接種費用について
この費用はクリニックの収入になるか？別の区分（支給）になるか。

①-25℃から-15℃でお届けします。
②どちらも可能です。冷蔵庫で解凍する場合は、解凍および希釈を５日以内に
行います。室温で解凍する場合は、解凍および希釈を２時間以内に行います。
なお、希釈後は室温で６時間保存可能です。
③１バイアルにつき１つ（20ml）お届けします。
④収入になります。

ファイザー社ワクチンを冷凍保存する場合、-25℃～-15℃だと14日間の 保管温度の確認をお願いします。区が確認用の温度計を必要に応じて貸与しま
保管が可能とのことだが、医務室の冷凍庫で保管する場合、実際の保管 す。（貸与できる温度計の数には限りがあります。）
温度を確認する必要があるか。

3月19日

3月19日

3月19日

3月19日

令和３年３月13日 医療機関向け説明会
分類
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副反応

質問
医療機関でコロナ接種を行う前の事前準備で 【救急用品】 とあるが、
どの程度のことを想定すればよいか。
アンビューバック、ボスミン、輸液ライン、 酸素などは当然と思う
が、それ以上の準備が必要であるか。具体的に示してほしい。

副反応

アナフィラキシーが起こった場合、順天堂練馬病院等に搬送とあるが、 順天堂練馬病院および練馬光が丘病院には、緊急時の搬送受入協力をお願いし
連携室に確認せずに直接救急搬送していいか。
ています。
一刻を争う場合には、直接救急搬送要請をお願いします。
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副反応
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副反応
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手続き

24

手続き
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手続き

ワクチン接種の際にアナフィラキシーなどの話が出ているが、もし注射
後に副反応が出た場合、バックアップ体制はどのようになっているの
か。例えば休日診療所では順天堂などにベットを常に確保していただい
ているはずですが、同じような体制になるのか。

手続き
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手続き
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手続き

クリニックでできるだけ多くの方に接種をしようと思っているが、その 予約確定数に合わせてワクチンを配送することで、極力無駄（廃棄）をなくす
ために、事務員の予約の手間削減の為、予約ではなく、定数制と考えて ことが求められており、ご理解いただきますようお願いいたします。お手数を
いる。予約確定報告はどうしても必要か。報告も馬鹿にならない手間で おかけいたしますが、予約確定数のご報告をお願いします。
あり、日々のPCR報告もある。毎日続く報告や手間の合理化、および１
つでも手間を減らしてほしい。さもないと開業医で行う件数を増やすこ
とができない。

29

区が委託している新型コロナウイルスワクチン接種に関するコールセンターで
す。℡5984-1633（平日午前9時～午後5時）

当初予定の接種人数より数を実態に合わせその都度増減は可能か。

ワクチンの減は可能ですが、増加は供給状況次第になると想定しています。

①説明会資料29ページの欄外にある「※ディープフリーザーを設置し～
医療機関は除く」とありますが、「除く」は何を指すか。
②“集団接種における6病院”を対象とした説明会を改めて設ける予定
はあるか。実施を希望する。
③練馬区民以外の方が練馬区内かかりつけ医療機関で接種を希望する時
の届け出は、患者本人、かかりつけ先医療機関のどちらが行うのか。か
かりつけ患者であることの確認は本人の申請だけでは確認が難しいと思
う。かと言って、医療機関がその作業を行うのは大変な負担になると思
われる。

①基本型接種施設を指します。基本型接種施設には小分け配送をしません。
②個別に対応させていただく予定です。
③申請者については確認中です。区民以外の方が練馬区の医療機関で接種する
場合は、国の基準に準じます（説明会資料36、37ページ参照）。なお、区民以
外で基礎疾患を持つ方が、主治医の下で接種を希望する場合は届出済証は不要
です。また、区内患者のかかりつけ医の確認は、各医療機関でご判断いただき
ますようおお願いします。

予診票のみで、カルテの作成及び記載は無しでいいか。

予防接種を行う医療機関は、医師法等の関係法令に基づき診療録を作成してい
ただく必要がありますが、予診票の写しを診療録とすることができます。

練馬区以外の高齢者のインフルエンザ予防接種に関しては練馬区医師会 お見込みのとおりです。住所地が練馬区外の方に新型コロナワクチンの接種を
に請求したが、今回のコロナワクチンに関しては医師会にはならず国保 行った場合は、国保連に請求書をご提出いただきます。
連のみとなるのか。
当院にはWi-Fi環境が無いが、国配布タブレットで接種記録登録はでき
るのか。また、国配布タブレットからもV-SYSを利用できるのか。

手続き

他区市町村のかかりつけ患者からの問い合わせがあった場合、どう対応
すれば良いか。
厚生労働省のホームページにはかかりつけ患者は他市町村の方でも接
種可能との記載があった。各方面に問い合わせたところ、厚生労働省
ホームページに記載されている内容と同様の説明があったが、区として
確保するワクチン数の見込みが読めなくなる、他区市町村で接種する許
30 かかりつけ医
可証作成や、請求・支払いが煩雑になるので、具体的な対策は取れてい
ないとの事であった。
実質的にかかりつけ患者であっても他市町村居住者への接種は無理だと
思われる。どのように対応すればよいか。

3月19日

3月25日

3月19日

3月19日

3月19日
3月19日

3月19日

3月19日

3月19日

国配布タブレットは通信のための装置が組み込み済であるため、Wi-Fiが無くて
もワクチン接種記録システムへの登録は可能です。
国配布タブレットはワクチン接種記録専用の端末であるため、V-SYSの利用はで 3月19日
きません。
説明会資料37ページに記載しているとおり、基礎疾患を有する方の場合、「住
所地外接種届」の申請は省略できますので、通常どおり予約し接種できます。
請求については、代行機関である国保連を通じて行っていただくこととなりま
す。
3月19日

説明会資料37ページの練馬区以外の方というのは、神奈川県、埼玉県の お見込みのとおりです。
31 かかりつけ医 患者も含めて考えていいのか。

32 かかりつけ医

回答日

同様の扱いになります。
説明会資料43ページの「（3）副反応への対応について」に記載のとおり、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 3月19日
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。

院内で接種した後に副反応が出て対応し、点滴や薬を処方した場合、診 軽度な副反応による処置、薬の処方については、保険診療扱いとなります。
療報酬の請求などどのような扱いになるか。

区のコールセンターというのは、保健所のことか。

26

回答
国の手引きによると、医療機関の救急体制を踏まえ、必要な物品を準備するこ
ととされており、代表的な物品として、血圧計、静脈路確保用品、輸液セッ
ト、生理食塩水、アドレナリン製剤、抗ヒスタミン剤、抗けいれん剤、副腎皮
質ステロイド剤などの薬液、が示されています。
区の集団接種会場では、ご質問の物品以外としては、ステロイド剤の配備を予
定しています。

板橋区民が練馬区で接種する際、具体的に接種前および接種後に必要な 接種前の手続きについては、説明書資料37ページのとおりです。接種後、特に
手続きはあるか。
必要な手続きはありませんが、接種費用の請求先は国保連になります。

3月19日

3月19日

他の市区町村に在住しており基礎疾患を持ち練馬区の病院にかかってい お見込みのとおりです。
33 かかりつけ医 る方は届け出済み証は不要でいいか。

3月19日

練馬区以外（例えば西東京市や埼玉県新座市など）のかかりつけ患者も 原則、住民票のある自治体で接種することになっていますが、基礎疾患をお持
当院でのワクチン接種を希望される方もたくさんいるが、そのような方 ちの方が主治医の指導の下で接種する場合等であれば、対象となります。
34 かかりつけ医 も対象となるのか。

3月19日

①板橋区のかかりつけの患者が当院で接種希望の場合、書類（接種券、
予診票）は板橋区のものを使用するのか①
②練馬区への連絡（届け出済証の取得）は患者本人でないといけないの
35 かかりつけ医 か、医院の事務が代わりに連絡してもよいのか。

3月19日

医療従事者の接種券はどのように送付されるか。

36

37

医療従事者

医療従事者

①板橋区に住民票がある患者が練馬区の診療所で予防接種を受ける場合、接種
券は板橋区のものを使用します。予診票は練馬区・板橋区のものをどちらでも
使用できます。
②住所地外接種届出済証は、基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合に
は申請を省略することができます。住所地外接種を希望する方は、事前に申請
をしていただきます。区への具体的な手続きは現在検討中です。
都の医師会、歯科医師会、薬剤師会を通じて、区の各団体に医療従事者用の接
種券付き予診票が届き、所属会員に配布する予定です。
各団体に所属されない方については、東京都福祉保健局から直接ご案内が送付
されます。
なお、医療従事者枠で接種した方にも、後ほど、区から一般接種用の接種券が
送付されます。重複するため、各自破棄をお願いします。

医療従事者の接種対象者ですが当院に併設している介護老人保健施設の 医療機関と同一敷地内にある場合には、介護老人保健施設の従事者について
従事者も一緒に接種は可能か。それとも高齢者施設従事者の接種となる も、医療機関の判断により医療従事者接種の対象にできます。
のか。教えていただきたい。

3月19日

3月19日

令和３年３月13日 医療機関向け説明会
分類

38

医療従事者

39

医療従事者

40

医療従事者

41

42

在宅

接種

43

接種

44

接種

45

46

47

接種

接種

接種

Ｑ＆Ａ

質問
回答
医療従事者で当日体調不良等で接種が出来なかった場合の対応はどうす 当日体調不良等で接種ができなかった場合は、改めて予約をお取りください。
ればいいか。また、今回医療従事者として接種希望をださなかったが、 また、４月以降、人事異動や新規採用で新たに対象となった方への対応につい
後日接種希望する場合は、一般枠で接種をするのか。
て、都から示されていません。なお医療従事者等として優先接種を受けなかっ
た場合、その他一般の方の接種順位で接種を受けることは可能です。その場合
は、住民票所在地から送付される接種券をご使用ください。
（会員の方は区医師会にお問合せください。）
説明会資料60ページにある、「診療所に接種体制のある医療機関と、体 含んでおりません。
制のない近隣医療機関等との調整連携」における「接種体制のある医療
機関」には診療所だけでなく基本型医療機関も含まれるか。
説明会資料60ページにある「接種体制のない近隣医療機関等とが、調
医療従事者等の接種体制の確保は、東京都が調整主体となっています。都が都
整・連携し接種を実施」とあるが、その調整は誰が行うのか。現場で任 の医師会、薬剤師会、歯科医師会等と調整し接種を実施しますが、具体的な情
意におこなうのか、もしくは行政機関が調整に入るのか。
報は示されていない状況であり、区医師会等と調整中です。
①在宅医療を受けている方は、診療所や集団接種の会場に行けない方々
もいる。その方々の接種は往診医がするのか。
②先日の説明会では振動により、化学反応が起きてしまうので揺らさな
いようにという説明があった。車で運んでもどうしても道路の舗装の状
況で揺れてしまう可能性が高く、どの程度大丈夫なのか、不安な部分が
多々ある。往診医の方で行うのは構わないが、指針もきちんと作ってい
ただけますとありがたい。
③新型コロナウイルスワクチン医療従事者の接種は練馬区以外の方も区
内で接種はできるか。その際、届済み書が必要か。

①訪問診療の主治医に接種して頂くことを想定しています。
②ワクチンの扱いについて国から示されているのは主に、冷蔵の場合、①ワク
チンの移送に要する時間は原則３時間以内、②保冷バックを揺らさないよう慎
重に取り扱い、必ずバイアルホルダーで固定すること、③運搬中は保冷バック
を開けないこと。また、一度保冷ボックスから取り出したバイアルは、原則と
して保冷ボックスに戻さないことなど、といった内容に留まり、ワクチン移送
の振動防止などの具体的な対策については、国およびメーカーから示されてい
ない状況です。
③練馬区の医療機関にお勤めの医療従事者の方が、区外在住の場合でも、勤務
する施設または勤務する施設が確保した接種場所で接種を受けることができま
す。接種の際、住所地外接種届出済証は不要です。

４週間処方で実施している慢性疾患等の疾病管理とワクチン接種をあわ 現在、薬事承認済であるファイザー社のワクチンの場合、20日間隔で２回接種
せることで、待合室の混雑や予約の煩雑さを回避できると考えるが、そ することとされており、間隔が20日を超えた場合は、できるだけ速やかに２回
のような運用方法は可能か。
目の接種を実施することとされています。

回答日

3月19日

3月19日

3月19日

3月19日

3月25日

16歳未満新型コロナワクチン接種は出来ないとのことだが、授乳中の方 授乳中の方も、新型コロナワクチンを受けることができます。現時点で特段の
の接種は可能か。
懸念が認められているわけではなく、海外でも接種の対象とされています。 ワ
クチンを受けるか悩んでいる方がいる場合は相談にのっていただき、接種する 3月25日
かご判断ください。
スギ、ダニ、ハウスダストの皮下注射(14日間隔)で減感作療法を行って 薬物相互作用についての試験は実施していないため、現在確認中です。
いるが、その場合も13日以上間隔をあけた方がよいか。
基礎疾患に脂質異常症が入っていないが、これらの人は優先接種対象に 基礎疾患の項目については、№4で回答したとおりです。
なっていないのか。自己申告制だと特に集団接種時の確認が難しいと思 現時点では、ワクチンの供給が充分でないことから、優先接種対象に入ってい
うが、このような疾患をお持ちで、優先接種対象に入っていない方に接 る方から接種を行う予定です。
種しても問題はないのか。
接種が行えない場合（医療機関内でのクラスター発生時等）、接種予定 各診療所等については、予約を受け付けていた方に連絡をし、予約の取り直し
者への連絡、予約取り直し等への対応などは住民接種担当課へ連絡すれ を案内してください。合わせて、住民接種担当課に連絡をお願いします。基本
ばよいのか。
型接種会場（区内の６病院および区立施設）については、システム上の手続き
が発生しますので、住民接種担当課へ連絡してください。

3月25日

3月25日

3月25日

夕方に１バイアル余った場合は、翌日の朝の患者の分のワクチン用とし ワクチンを冷凍庫（-25℃～-15℃）に格納している場合、配送日を含め14日
てよいか。
間、冷蔵庫（2℃～8℃）に格納している場合、配送日を含め5日間保存ができま
す。ワクチンが配送されてから冷凍庫または冷蔵庫に保存し、かつ保存期間内 3月25日
の希釈前のバイアルであれば翌日以降に接種することが可能です。
V-SYS上で予約状況を確認し、5の倍数になっていない場合や当日キャン ワクチンに余りがあるようであれば、各医療機関様の判断で接種していただい
セル、接種不適合者が出た場合には、当日来院されたかかりつけ患者
ても構いません。接種券がない方につきましては検討中です。
（住民票が練馬区の方）等に接種してもよいか。

48

接種

49

ワクチン

ワクチンを冷凍で移送されるとのことだが、医療機関において、何か推 冷凍庫については、－25℃～－15℃で保存できるものを使用してください。
奨される冷凍庫はあるのか。

3月25日

50

ワクチン

ワクチンの温度管理等定期的に行うなど、院内で何か取り決めをした方 保管温度の確認をお願いします。区が確認用の温度計を必要に応じて貸与しま
が良いのか。
す。（貸与できる温度計の数には限りがあります。）

3月25日

51

ワクチン

ワクチンの調製手技について、院内スタッフにむけて研修を行いたい
が、そのような動画等はあるか。

3月25日

52

ワクチン

医療機関に供給されるワクチンの量については、何日に何人分などはっ ワクチンの配送日や配分量が決まり次第、区からお知らせします。
きりと教えてほしい。
ボスミンをいただきたいが、練馬区で用意していただけるのか。

ファイザー社に確認したところ、ワクチンの希釈動画を、３月下旬にファイ
ザー社のホームページ上にて配信する予定とのことです。

国の手引きでは実施医療機関で用意することとなっています。しかし、各医療
機関等が購入しており、現在品薄状況です。区で確保している分がありますの
で、ご相談していただければ対応します。

53

副反応

54

V-SYS

V-SYSの初期画面で、一般型接種施設名は医療機関において、記載不要
か。

V-SYS

V-SYSの初期画面で、HP掲載情報入力について、HPでweb予約を出来ない 電話番号のみの記載で構いません。また、接種期間の開始と終了日につきまし
場合は電話番号のみの記載でよいか。また、接種期間の開始と終了日は ても、空白のままで構いません。
どう記入すればよいか。

55

3月25日

3月25日

3月25日

記載不要です。
3月25日

3月25日

V-SYSの実績登録について、内容がよく分からないので、詳細に教えて
いただきたい。

接種を行った日に、接種した件数、使用したワクチンの受取日、ロット番号、
廃棄バイアル数などを登録していただきます。今後、さらに詳細が判明したら
注意事項等を周知します。
V-SYSの詳細な操作方法については、日本医師会のホームページに「医療機関用 3月25日
V-SYS操作マニュアル」が掲載されていますので、そちらをご確認くださいます
ようお願いします。
１クール（３週間）の間に貴診療所で接種可能な見込み数（５の倍数）を報告
してください。また、その報告方法については検討中です。

56

V-SYS

57

V-SYS

V-SYSについて、ワクチン接種見込み数を区に報告とは、１日の見込み
数か。それとも一診療所の全体数の概数か。

58

手続き

生活保護の方で、本人確認書類を医療券しか所持していない場合はどう 生活保護受給証明書の発行を検討しています。
すればよいか。

3月25日

59

手続き

ワクチンは1回目、2回目の確保ができているはずなので、1回目の予約
時に2回目の予約を取ってもよいと思うがいかかが。

3月25日

3月25日

左記の方法でかまいません。

令和３年３月13日 医療機関向け説明会
分類
60 かかりつけ医

Ｑ＆Ａ

質問
かかりつけ医での接種を希望する場合、専用電話あるいはWEBで医療機
関を指定して予約することは可能か。

回答
回答日
診療所への予約は直接診療所へお申し込みいただきます。基本型接種会場（区
内の６病院および区立施設）への予約はWEBもしくは電話（自動音声受付）とな
3月25日
り、施設の指定は可能です。

住民票が練馬区外の方の場合は、事前に練馬区に住所地外接種届と接種 各診療所での予約は、区民かそうでないに関わらず、各診療所に直接申し込む
券（住民票のある役所から郵送された）の写しを提出し、住所地外届出 形となります。基本型接種会場（区内の６病院および区立施設）は区の予約シ
済証の交付を受けていれば、システムでの予約は可能か。
ステムを利用していただきます。予約システムは、基本的には練馬区民の接種
61 かかりつけ医
券番号と生年月日のみ扱いますが、住所地外接種届出をしていただいた方につ
いては、仮の接種券番号を付番し、予約システムを利用できるようにします。
かかりつけ患者のワクチン接種は各医療機関で行い、それ以外の患者
62 かかりつけ医 は、予約の問い合わせ時に集団接種を斡旋しても差支えないか。

3月25日

差支えありません。接種者と相談のうえ会場を決めてください。
3月25日

新座市在住のかかりつけ患者が多く、高血圧、糖尿病を持っている。こ お問い合わせのケースにつきましては、基礎疾患を持ち、かかりつけ医の下で
接種を希望する方に該当しますので、不要です。
63 かかりつけ医 の場合、届出済証は必要か。

3月25日

練馬区以外の方の接種は、事前に練馬区に問い合わせるとのことだが、 住所地外接種者は、原則として練馬区に届出をしていただく必要があります。
具体的な申請方法、窓口については今後お知らせいたします。
64 かかりつけ医 連絡先を教えてほしい。

3月25日

医療従事者の接種は、どのような形式で行うのか。
練馬区医師会医療連携センターおよび練馬区役所において、医療従事者向けの
医師も含め、一度に複数のスタッフが具合が悪くなったときなどの対応 集団接種を実施できるよう区医師会と調整しております。方針が決まりました
はどうするのか。医師会等での集団接種はできないのか。
ら、別途お知らせいたします。

3月25日

65

医療従事者

一人分のワクチンが余った場合は、医療従事者等に打ってよいか。

66

67

医療従事者

在宅

可能な限り無駄なくワクチンの接種を行っていただく必要があることから、
キャンセル等により余ったワクチンを医療従事者等に接種していただいて結構
です。なお、高齢者への接種の時期等の理由により接種券が送付されていない
場合は、接種券付き予診票を発行の上、接種してください。接種券付き予診票
の発行については、医師会に加入されている方は医師会へ、加入されていない
方は東京都へ問い合わせをお願いします。

患者宅でのワクチン接種を行う際に、医師の同席は必須か。例えば、か 医師の指示のもとに訪問看護師が接種を行うことは可能ですが、アナフィラキ
かりつけ医が電話で診察を行い、訪問看護師等が接種を行うことは可能 シー等の副反応に適切に対応していただく必要があることから、医師の同席を
か。
お願いします。

3月25日

3月25日

