
令和3年6月15日
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「豊島方式」による
誰一人取り残さない



●医療機関における 「個別接種」
（診療所・クリニック等200か所）

●区民ひろばにおける 「巡回接種」
（区民ひろば19施設）

●区施設における 「集団接種」
（としまセンタースクエア等8施設）

●３層構造による接種体制を併用
イコール「豊島方式」

・多様な区民のニーズに応える環境とともに、早期の接種機会の提供を図る
・コミュニティソーシャルワーカー（CSW）による高齢者の接種予約支援

ワクチン接種 3層構造「豊島方式」

土日も含め
いつでも接種できる体制を確保
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集団接種会場の拡大
● 8月より集団接種会場を大幅拡大し、接種をさらに加速！
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～６月～

１施設
としまセンタースクエア

～６月～

１施設
としまセンタースクエア

～７月～

３施設に拡充
としまセンタースクエア（毎日開設）

豊島清掃事務所
豊島区歯科医師会館

～７月～

３施設に拡充
としまセンタースクエア（毎日開設）

豊島清掃事務所
豊島区歯科医師会館

～８月～

８施設に拡充
としまセンタースクエア
豊島清掃事務所

豊島区歯科医師会館
旧朝日中学校

駒込・巣鴨・雑司が谷地域文化創造館
西部区民事務所

（千早地域文化創造館多目的ホール）

～８月～

８施設に拡充
としまセンタースクエア
豊島清掃事務所

豊島区歯科医師会館
旧朝日中学校

駒込・巣鴨・雑司が谷地域文化創造館
西部区民事務所

（千早地域文化創造館多目的ホール）

土日・平日 毎日開設7/1
から



オールとしまの取り組み
～全国で注目される豊島区の取り組み～
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ワクチン接種 医療関係団体との連携
● 3師会及び区内医療機関・団体との連携を強化

豊島区
医師会

豊島区
薬剤師会

豊島区
歯科医師会

・医師会の尽力により約200の医療機関が参加
・薬剤師会によるワクチンの小分け・配送
・歯科医師会が歯科医師会館で歯科医師主導の
ワクチン接種会場を運営
・都立大塚病院による副反応発生時のバックアップ
・医療機関による区民への接種勧奨・情報提供

都立
大塚病院

豊
島
区

区内医療
機関・団体

関係機関の連携、医療機関の
負担軽減により

個別接種体制をさらに強化

全国初

全国初
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病院・クリニック

拠点薬局
(区内41か所)
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●薬剤師がワクチン小分け・配送を担い、安全な配送を支えています。

ワクチンの安全な配送体制を確保
【薬剤師会】

冷凍配送（運送業者）

薬剤師が配送

薬剤師会
（池袋保健所あうる薬局）

バイアルごとに
接種器具を小分け

国内倉庫

冷凍配送（運送業者）

専用保冷ケースでワクチンを
安全に配送

↑首相官邸twitterで取り上げられました。

【薬剤師の小分け・配送のメリット】
・医薬品の取り扱いに精通し、迅速な
小分け配送が可能
・普段から医療機関との連携が密接で
運搬が円滑

これまでに約
12,000バイアル
（72,000回分）
を配送しました。



歯科医師主導による集団接種を実施
【歯科医師会・医師会】
豊島区歯科医師会・豊島区医師会・豊島区
「新型コロナウイルスワクチン接種における歯科
医師による接種に係る相互連携協定」
（R3.5.26）
▶歯科医師による接種実施にかかる、医師会からの支援の確保
▶コロナワクチン接種を加速させ、区民の生命や健康を守る

◆歯科医より30人以上の接種医を確保
◆歯科医師会館での集団接種（約80人接種/日）

◆会場運営支援
◆歯科医師が接種を行うための
支援（研修の実施・予診への従事）7

公益社団法人

東京都豊島区歯科医師会
公益社団法人

東京都豊島区歯科医師会
公益社団法人

東京都豊島区歯科医師会

【接種会場】豊島区歯科医師会館（南大塚2-37-1）
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※都立大塚病院が医療機関との間にホットラインを開設し、
素早く患者の受入れ調整を行うことで、区民が安心して
接種を受けることができる体制を整備

重篤な副反応等発生時の後方支援確保
【医師会・都立大塚病院】
都立大塚病院・豊島区医師会・豊島区
「新型コロナウイルスワクチン接種に係る
後方支援に関する協定」（R3.3.22）
▶ワクチン接種会場におけるアナフィラキシーショック等の
急を要する重篤な副反応が見られた場合に、都立大塚
病院にて患者を受け入れ
▶接種環境の安全が向上することにより、区民が安心して
接種を受けることができる体制を整備

集団接種・巡回接種会場

接種後のアナフィラキシーショック等
の発生（現場医師の判断）
→大塚病院へ受入れ要請※
→119番要請、大塚病院搬送

・接種会場から患者受入れ
・迅速な救急処置

患者受入れ要請
（ホットライン）※

受入れ
ます。

個別接種会場(診療所・クリニック等)



●地域のコミュニティ拠点の「区民ひろば」
19施設を5つの接種チームが巡回
●日常的に利用している高齢者等への
接種喚起に効果を発揮

地域に接種チームが巡回（区民ひろば）
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区内１９施設を巡回

↑

首
相
官
邸
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
紹
介



巡回接種会場（区民ひろば19施設）
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●5つのエリア（A～E）を接種チームが巡回。7月末まで開設予定。
※予約率～巡回接種93％



SDGs未来都市として
～誰一人取り残さない接種を目指す～
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CSWがワクチン接種予約を支援
● これまでにワクチン接種の予
約をしてない65歳以上の高齢
者を対象に、ＣＳＷがワクチン
接種予約を支援。

CSW…コミュニティソーシャルワーカーの略
・地域住民から寄せられた相談等をきっかけに、
個々の生活課題の解決に向けて、一人ひとり
の生活や気持ちに寄り添った支援を行う専門
職（豊島区民社会福祉協議会所属）

1 区民ひろば 西巣鴨第一 5 区民ひろば 西池袋

2 区民ひろば 南大塚 6 区民ひろば 池袋

3 区民ひろば 朋有 7 区民ひろば 富士見台

4 区民ひろば 高南第二 8 区民ひろば 千早

●6月1日（火）より、区内8か所の区民ひろばで電話受付

●総勢18名のCSWが相談者の疑問に丁寧に対応

●相談者の自宅や区民ひろばで相談を実施
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ワクチン接種予約支援 相談状況
● 相談件数 35件（6月9日現在）

うち、予約代行 4件
●相談内容（抜粋）
・電話での予約枠が埋まっているため、インターネット予約をしたいが
自分ではできない。

・（民生委員より）普段車いす利用の方がいる。接種会場までの
送迎の手段はないか。ヘルパーは入っている。

・予診票の書き方が分からない。

・主治医が接種の登録医ではないが、どこで受けられるのか。

・一人で申し込むのが不安なので、手伝ってほしい。

・予約を取ったが、連絡がないので不安だ。どのように確認すれば
よいのか。
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●高齢者以外で基礎疾患を有する方

●障害児・者及びその同居家族

●福祉・教育関係事業所の従事者
・ 介護・障害サービス事業所職員
・ 幼・小・中・高教職員、保育士など
・ 柔道整復師、鍼灸師など

● 地域の福祉関係者、あわせて高齢者への支援や
高齢者への接種勧奨にご協力いただいている方
・ 民生委員・児童委員
・ 青少年育成委員
・ 保護司
・ 町会役員 など

区独自の優先接種を実施
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優先接種対象者
約50,000人（推定）



●クリニック・病院における余剰分の接種

ワクチンを無駄にしない取り組み
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・かかりつけ患者・家族等
・訪問診療においては、協力医療機関の判断により、同居する家族等
・医療機関の近隣の福祉、保育、学校の関係者や職員等
・医療機関の近隣に居住し、ワクチン接種を希望する方

●集団接種・巡回接種会場における余剰分の接種
・ワクチン接種会場従事者（医師・看護師等）
・不特定多数の区民に応対する機会の多い部署の区職員等
・接種会場の近隣に所在する福祉、保育、学校の関係者や職員等
・キャンセル待ち接種を希望する区民の方（検討中）

予約キャンセル等によりワクチンに余りが生じた場合でも、無駄にしない
取り組みを進めます。



●コールセンターでの多言語対応
（英・中・韓・ベトナム・ネパール・ミャンマー）

●多言語版「接種のお知らせ」の作成
（英・中・韓・ベトナム・ネパール・ミャンマー）

●接種会場における多言語翻訳機器
の設置

●豊島区ワクチンホームページでの
やさしい日本語表記

外国籍区民への対応
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豊島区ホームページ（やさしい日本語）

外国籍区民が約1割を占める豊島区では、外国籍の方も安心して
接種を受けられるよう、様々な多言語対応を用意しています。



予約状況を随時確認できます。
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集団接種・巡回接種の予約情報を随時公表し、空き状況等を確認できます。（週2回更新予定）

（掲載イメージ）



取り組みの成果と今後の展開
～さらなる接種の加速を目指して～
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高齢者1回目の接種が6割に
●65歳以上高齢者の方の接種率が開始３週間で6割に迫る。
⇒高齢者の2回接種が7月に完了。
※参考～特養・老健入所者・従事者（1,742人）6月末終了予定

接種分類 1回目 2回目 合計 構成
個別接種 26,022回 6,439回 32,461回 81.3％
巡回接種 3,017回 8回 3,025回 7.6％
集団接種 2,639回 104回 2,743回 6.9％
大規模接種（国） 771回 0回 771回 1.9％
その他（他自治体） 818回 124回 942回 2.4％
接種合計 33,267回 6,675回 39,942回 100％
接種率 58.2％ 11.7％

65歳以上高齢者数 57,202人 令和3年4月1日現在

全国接種率 33.3％ 5.9％
東京都接種率 35.4％ 5.9％

※数値は6月15日現在
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接種状況を公開しています
●区民の皆様の接種状況を豊島区ホームページで公開しています。
●週2回更新予定。
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58.2％ 11.7％

令和3年6月15日9時時点



ワクチン接種 今後の展開
● 一般区民へのクーポン券発送を当初の7月下旬から1か月以上前倒し
（6月14日・18日発送※郵便局持ち込み）
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区職員等への職域接種の実施

【対象】 区職員・区議会議員・外郭団体職員
【職種】 対象の区職員については、職種を問わず実施

（会計年度任用職員・派遣職員等を含む）
【会場】 あぜりあ歯科診療所（池袋保健所内）

豊島区医師会館（検討中）
※豊島区医師会・豊島区歯科医師会協力

【日時】 平日夜間に実施 ※7月開始予定
【ワクチン】 モデルナ社製ワクチンを使用。

※職域接種の形態で実施することにより、
住民接種（個別・集団・巡回）への影響はなし。
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豊島区は接種を希望する方
誰一人取り残さないため、
「オールとしま」で接種を
さらに推進します。
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