
令和 4 年(2022 年)３月１４日

厚 生 委 員 会 資 料

健 康 福 祉 部 保 健 予 防 課

1

新型コロナウイルスワクチンの接種について

新型コロナウイルスワクチンの３回目接種については、２回目接種から３回

目接種までの接種間隔を順次前倒ししており、１８歳以上６４歳以下の区民は

３月１日に７か月経過後とする予定であったが、予約状況に余裕が見込まれた

ため、２月２１日に６か月経過後に接種できるよう前倒しすることとした。

また、５歳以上１１歳以下の接種について、３月中のワクチン受領に限りが

あるため、基礎疾患のある方などの優先予約期間を設定した。

１ ３回目接種について

（１）追加接種実施計画の更新について

１月２０日付けで更新した中野区新型コロナウイルスワクチン追加接種実

施計画を以下のとおり更新した。詳細は別添のとおり。

（２）中野サンプラザでの保育従事者等の接種

感染者数や濃厚接触者数の増大による保育所の臨時閉鎖等を予防するため、

中野サンプラザ集団接種の空き枠を活用して接種を行っている。

ア 実施期間

２月１０日から当面の間

イ 接種対象者

以下の全てに該当する方

①居住自治体から郵送された３回目接種券をお持ちの方（在住地問わず）

②２回目接種日から６か月以上経過している方

③区内の保育施設・児童館・学童クラブ・高齢者施設・障害者施設等の

従事者、清掃事業に従事する区職員、区立幼稚園・小中学校の教職員等

（職種問わず）

ウ 接種実績（２月末日時点）

１５２人

（３）中野サンプラザでの６４歳以下の６か月経過後の当日受付・接種

中野サンプラザの空き枠を活用し、接種券が届いており、６か月以上経過

した区民が接種できる当日受付を実施した。

ア 実施期間

２月１０日（木）から２月２０日（日）まで

窓口開設時間 水曜日・金曜日 １３時半から１８時半まで

その他の曜日 １０時半から１６時半まで

接種間隔 変更日

６か月以上 令和4年2月21日

対象

１８歳以上６４歳以下の方
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イ 当日受付の対象者

以下の全てに該当する方

①中野区から郵送された３回目接種券をお持ちの方

②２回目接種日から６か月以上経過している６４歳以下の方

ウ 実施実績

１，５３６人

（４）これまでの経過

２月１０日（木） 中野サンプラザの保育従事者等の接種、当日受付開始

２月１８日（金） 区ホームページ等で２月２１日の前倒しを広報開始

２月２０日（日） 中野サンプラザの当日受付終了

２月２１日（月） ６４歳以下の方は､２回目接種から６か月以降に接種開始

２ 小児（５歳以上１１歳以下）の１・２回目接種について

令和４年１月１３日に「新型コロナウイルスワクチン小児接種実施計画」

を策定し、以下のとおり進めている

（１）区への小児用ワクチン供給について

２月２８日の週まで １６箱（ １，６００回分）受領済み

４月２５日の週まで ２００箱（２０，０００回分）受領予定

合計 ２１６箱（２１，６００回分）受領予定

・・・１０，８００人×２回分

（２）小児用ワクチンの予約受付等について

３月中に確保できる小児用ワクチンに限りがあるため、予約受付にあたり、

基礎疾患があるなど早期接種を希望する方の先行予約期間を設け、当該期間

後に一般の方の予約を開始した。また、原則、１回目と３週間後の同曜日の

２回目の接種予約を、同一医療機関にて受け付ける。医療機関に対しては２

回分をセットでワクチンを配布している。

（３）これまでの経過

２月２７日（日） 小児用接種券発送（約１４，０００件）

３月 ４日（金） 小児先行予約開始

３月 ９日（水） 小児一般予約開始

３月１２日（土） 小児用ワクチンの１回目接種開始



※　本資料は、現時点の計画内容であり、今後、国の通知・事業検討・調整状況、ワクチンの
供給量等により内容を変更する場合がある。

中野区健康福祉部
新型コロナウイルスワクチン接種担当
ＴＥＬ：０３-３３８２-２４２７
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新型コロナウイルスワクチンの概要
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　追加接種用ワクチンの概要

　令和３年１２月１６日現在で薬事承認された追加接種用ワクチンは、ファイザー社製
及び武田/モデルナ社製ワクチンとなっている。

ファイザー社製ワクチン 武田/モデルナ社製ワクチン

配送単位 １９５バイアル／箱（-90℃～-60℃） １０バイアル／箱（-25℃～-15℃）

保管方法
有効期間

   2℃～   8℃：1か月保存可能（再凍結不可）
-25℃～-15℃：14日間保存可能
　　　  （1回のみ-90℃～-60℃保存に戻せる）
-90℃～-60℃：有効期限まで保存可能
　　　　　　　　　　　　　　　　（製造時から9か月）

   2℃～  8℃：30日間保存可能（再凍結不可）
-25℃～-15℃：有効期限まで保存可能
                                   （製造時から9か月）

希釈等 常温に戻した0.45mlの薬液を1.8mlの生理食
塩水で希釈し、0.3mlシリンジに吸引して接種
※希釈後の液は2℃～30℃で保存し、6時間
以内に使用する

希釈不要
常温に戻した5mlの薬液を0.25mlシリンジに吸
引して接種
※一度針を刺したバイアルの薬液は6時間以
内に使用する

採取回数 6回／バイアル 15回／バイアル

接種量 0.3ml（１・２回目と同量） 0.25ml（１・2回目は0.5ml）

接種間隔 2回目接種完了から6か月以上後 2回目接種完了から6か月以上後



3

ワクチンの追加接種について（国説明）

　　令和３年９月２２日以降、令和４年１月１３日までにおいて、厚生労働省から示された
　追加接種の概要は以下のとおり。
　

〇対象者・回数
　　２回目接種完了者すべてに１回の追加接種の機会を提供（当面１８歳以上）
　

〇接種間隔
　▶　２回目接種完了後から原則８か月
　▶　医療従事者、高齢者施設等の入所者・従事者、病院等の入院患者は６か月以上　　
　▶　６５歳以上の方は、２月以降７か月以上、３月以降６か月以上
　▶　６４歳以下の方は、３月以降７か月以上
　　※優先順位が高いグループの一定の完了が見込まれた段階で更なる前倒しを検討
　

〇使用するワクチン
　　初回接種のワクチンに関わらずｍＲＮＡワクチンであるファイザー社製または武田／
　モデルナ社製ワクチンを用いる（交互接種可能）
　

〇開始時期
　　令和３年１１月２２日～　３回目接種券を段階的に送付
　　令和３年１２月　１日　　医療従事者等から接種開始（改正省令、大臣指示の施行）
　

〇特例臨時接種の期間
　　現行の令和４年２月２８日までを９月３０日までに延長
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ワクチン追加接種体制の概要



ワクチン追加接種体制の概要①
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～　想定条件　～

▶　中野区総人口 約33.7万人

▶　対象人数　　 256,500人（2回目接種者、12歳未満の者を除く総人口の82%）※当面の間は18歳以上が対象

▶　想  定接種率 100.0%（2回目接種者の全て）

 ▶　個別接種 区内140以上の医療機関で実施（令和３年１２月から）

 ▶　集団接種 中野サンプラザ内特設会場（令和４年１月末から）

▶　接種間隔　　 ２回目接種日から３回目接種日までの接種間隔は、原則８か月以上で
　　　　　　　　あったが、以下のとおり接種間隔を順次に短縮

 ▶　予約方法 個別接種：基本的に区予約システムまたはコールセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　※区予約システムを利用しない一部医療機関は直接問合せ

  集団接種：区予約システムまたはコールセンター

接種間隔 変更日

６か月以上 令和3年12月24日

７か月以上 令和4年1月21日

６か月以上 令和4年2月10日

令和3年7月18日までの2回目接種者 ７か月以上 令和4年2月1日

６か月以上 令和4年2月21日

対象

医療従事者､高齢者施設等入所者･従事者､病院等の入院患者

１８歳以上６４歳以下の方

６５歳以上の方



ワクチン追加接種体制の概要②
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～　全区民が身近な会場で追加接種ができる体制の確保　～
　

○　個別接種

▶　個別接種が受けられる区内140以上の医療機関は、区内全域に偏りなく分布している
　ため、全区民が身近な医療機関で追加接種が可能

▶　医療機関の意向により、ファイザー社製、武田／モデルナ社製のどちらか一方、
　安全性を確保した上であれば両方のワクチンの接種が可能

▶　区予約システムを変更し、基本的にコールセンターまたは区予約システムから予約
　できる体制を整える（一部の医療機関は個別の問合せが必要）

▶　ワクチンの管理・分配・移送については、１・２回目同様に区で適切に管理・分配を
　行い、各個別医療機関まで確実に移送する体制を整える

○　集団接種

▶　1月末から実施する中野サンプラザでの集団接種は、武田／モデルナ社製ワクチンを
　使用して実施する

▶　接種間隔の短縮に対応するため、2月中旬から4月まで中野サンプラザの接種会場を
　増設する



ワクチン追加接種体制の概要③（接種体制ごとの想定）
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〜個別接種と集団接種の比率はおよそ３：１〜

　▶　 個別接種の医療機関では､ファイザー社製または武田/モデルナ社製を接種する

　　接種可能回数はアンケート結果から、1週間あたりファイザー社製最大11,400回程度、

　　武田/モデルナ社製最大2,000回程度を想定

　▶　 1月末から中野サンプラザでの集団接種では、武田/モデルナ社製を接種する

　　　1週間あたり、最大3,500回程度の接種を想定

  ▶　2月中旬から4月までの中野サンプラザでの集団接種（追加分）では、武田/

　　モデルナ社製を接種する

　　　１週間あたり、最大2,800回程度の接種を想定

⇒　追加接種と並行して、新たに１２歳になる方など、未接種者の１回目、２回目接種
　を行う



ワクチン追加接種スケジュール及び想定件数
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　令和３年１１月　接種券発送開始

　　　　　１２月　個別接種開始

　令和４年　１月　６５歳以上の接種間隔を７か月以上に短縮

　　　　　　　　　中野サンプラザでの集団接種開始

　　　　　　２月　６５歳以上の接種間隔を６か月以上に短縮

　　　　　　　　　６４歳以下一部の接種間隔を７か月以上に短縮

　　　　　　　　　中野サンプラザでの追加集団接種開始

　　　　　　　　　６４歳以下全部の接種間隔６か月以上に短縮

追加接種の想定件数

高齢者 6,7月 8,9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

一般 6月 7,8,9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

通知発送月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 合計

発送件数 2,430 42,260 128,600 38,480 25,270 15,080 2,420 950 1,010 256,500 

接種月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 合計

接種対象者数 2,430 42,260 128,600 38,480 25,270 15,080 2,420 950 1,010 256,500 

個別接種（12月～）ファイザー 2,430 18,000 37,100 45,500 47,000 5,000 2,500 1,000 1,100 159,630 

個別接種（2月～）武田/モデルナ 7,400 7,300 7,800 5,000 27,500 

中野サンプラザ集団接種①(1月30日～）　武田/モデルナ 670 11,200 14,500 12,500 5,000 43,870 

中野サンプラザ集団接種②(2月10日～）　武田/モデルナ 6,800 10,800 8,400 26,000 

接種能力合計 2,430 18,670 62,500 78,100 75,700 15,000 2,500 1,000 1,100 257,000 

2回目接種月 4月 5月
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個別接種体制について
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個別接種体制の概要

～区内140以上の医療機関の協力による身近な接種体制の確保～

▶　事前アンケートの結果により、個別接種全体で1週間あたり

　ファイザー社製最大11,400回程度、武田/モデルナ社製最大2,000回程度

　の接種体制の確保が可能

▶　各医療機関の負担軽減のため、ワクチンの管理・分配・移送作業は、原則として区が

　実施

▶　予約受付等の負担軽減のため、基本的に区で設置するコールセンターまたは区予約

　システムで予約が可能（※一部医療機関は直接お問合せ）

▶　一つの医療機関で複数種類のワクチンを接種する場合は、曜日・時間・場所などを

　区別するとともに、保管等においても複数者で確認を行い、間違え接種等を防止
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ワクチンの管理・分配・移送体制

～　区施設での業務集約により効率化　～

▶　区施設を基本型接種施設とし、ワクチンの管理・分配・移送にかかる各医療機関の事務

　作業・人的負担を軽減

▶　ワクチンの管理・分配・移送にあたっては、創薬再生医療輸送の実績のある民間事業者

　に委託し、安全・安心で確実な移送を実現

⇒　接種に協力していただくすべての医療機関が、ワクチンの接種に専念でき、より安全

　な環境で、区民が接種を受けることのできる体制を構築



12

ワクチンの管理・分配・配送の流れ

①　【個別医療機関】ワクチン希望量（２週間分）

　　を中野区へメールにて申請

　　　　　　　

②　【中野区】希望数をV-SYSへ発注入力

③　【中野区】都からのワクチン供給量の決定後、

　　個別医療機関へワクチン割当数を連絡

④　【個別医療機関】割当数をもとに予約受付、　 

　　ワクチン配送依頼を中野区にメール

⑤　【中野区】配送依頼をもとにワクチンを

　　小分けし、区施設から3時間以内に配送

⑥ 【個別医療機関】配送を受けたワクチンを冷蔵

　　保存、接種

①
　
希
望
量
の
申
請

③
　
割
当
数
の
連
絡

④
　
ワ
ク
チ
ン
配
送
依
頼

⑤
　
ワ
ク
チ
ン
配
送

②　V-SYSへ希望数量入力

③　東京都よりワクチン
　　配分量の決定

⑥　接種実施
　　冷蔵保存、接種

区 施 設

個別医療機関
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集団接種体制
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集団接種体制

　～　中野サンプラザにおける集団接種体制　～
　

▶接種期間：令和４年１月下旬から６月　１フロア

　　　　　　　 うち２月中旬から４月　２フロア（会場増設）
　

▶接種会場：中野サンプラザ内　特設会場(中野区中野４－１－１）
　

▶使用するワクチン：武田/モデルナ社製
　

▶接種時間：原則　水・金　　　　　　　　　　月・火・木・土・日

　　　　　 例外　当日設営必要な場合　　　　当日撤去が必要な場合

　　　　　　　　 13時00分〜15時00分　　　　10時00分～12時00分

　　　　　　　　 15時45分〜17時30分　　　　13時00分～15時00分

　　　　　　　 　18時00分〜20時00分　　　　15時30分～17時30分
　　　　　　　　  ※詳細な時間設定は変更する場合がある

▶実施レーン：３レーン
　

▶接種見込み：400～530人/各日　　　　　　　　※１フロアあたり

 　　（15分あたり約18～26人/3レーン）
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副反応への対応

～　副反応が発生した場合の救急体制の確保　～

▶　接種会場では、救急用品準備、救護スペース確保、会場スタッフの役割分担、搬送先

　の医療機関を確認し、アナフィラキシー等が発生した場合の救急体制を整備

▶　予診票確認、問診により、ワクチン接種により稀に発生しうるアナフィラキシー等の

　発生リスクをできる限り減らす

▶　予防接種者の異変に気付いた医療スタッフは、状態を確認し、救護室へ移送

　医師の診断の結果、必要に応じて薬剤の投与、救急車での救急搬送を行う

⇒　区民がより安全な環境で、ワクチン接種を受けることのできる体制を構築
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高齢者施設等入所者の接種



高齢者施設等の入所者・従業者の追加接種
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施設の嘱託医等が接種を行う
サテライト型施設の場合

・施設に医師やかかりつけ医
がいない場合

・施設の嘱託医等が接種を行う
サテライト型施設でない場合

嘱託医やかかりつけ医が施設
を訪問して接種

区が委託する接種チームが巡回して
接種

～高齢者施設等の追加接種～

〇高齢者施設等の入所者・従事者の接種間隔
　２回目接種の完了から６か月以上後に３回目接種実施可能

〇高齢者施設等の範囲
　▶介護保健施設 　　　　　　　▶居住系介護サービス　   ▶老人福祉法による施設
　　約15施設 1,200人　　　 　　　約35施設 1,300人　　　　　約10施設 180人

　▶高齢者住まい法による住宅　▶障害者施設等　　　 　　　　
　　約4施設 230人　　　　　　　  約30施設 140人
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予約方法について



予約方法のスキーム
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追加接種券が届く

追加接種を受けるかどうか、どちらのワクチン接種を受けるかを決める

会場に行って接種を受ける

希望するワクチンを扱っている会場の中から接種会場を決める

個別接種(約120施設)及び集団接種の場
合

個別接種（約20施設）の場合

コールセンターまたは区予約システム
から予約

直接医療機関に問い合わせて予約

接種当日に持参するもの　　クーポン券（３回目接種券）、予診票（３回目用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　身分証明書（免許証、保険証等）、マスク



新予約システム参考画面（住民側）①
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新予約システム参考画面（住民側）②
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広報・相談体制について
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相談・広報体制

○　区民からの問い合わせ・相談

▶　中野区新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口（コールセンター）

　　 ＴＥＬ：令和４年１月４日～　０１２０－７６－４０４０　

　　　（午前９時～午後７時　土日祝日含む毎日）

　　　　※令和４年１月～９月　平均５０回線　対象者の増減に合わせて設定（最大８５回線）

　　

○　区民への周知・広報

▶　なかの区報

▶　中野区公式ホームページ

▶　中野区公式ＳＮＳ（Facebook,Twitter,LINE）

▶　周知用チラシ等の掲示、配布


