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新型コロナワクチン追加接種（４回目）のご案内
新型コロナワクチンの４回目接種について、現時点で得られている科学的知見等
を踏まえ、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化リスクが高いとされてい
る60歳以上の人および18歳以上60歳未満で基礎疾患等のある人に限定して実施
する方針が国から示されました。

ワクチン接種
特設ページ

予防の効果と副反応のリスクの双方についてご検討の上で接種を受けてください。

■接 種 券 送 付 時 期

※３回目接種から５カ月経過する日の10日前ごろに送付

３回目の接種後５カ月を経過する全ての人に送付

送付時期を過ぎても接種券が届かない人や
海外で接種を受けた人
２次元コードから申請 ▶▶▶
または下記のコールセンターへ

※下記の対象者に当てはまらない人は現時点では４回目接種を受ける
ことはできませんが、今後対象者の範囲が変更となる可能性があり
ますので、接種券は大切に保管してください。

■４ 回 目 の 接 種 対 象 者

接種対象が国の動向等により変更される場合は、市ホームページや広報でお知らせします。

３回目のワクチン接種から５カ月以上経過し、下記①または②のいずれかに該当する人
※下記の①または②に当てはまらない人は、４回目接種を受けることが出来ません

①接種日時点で60歳以上の全ての人
②接種日時点で18歳以上60歳未満の人のうちＡまたはＢのいずれかに該当する人
▶Ａ.下記の国が示す基礎疾患等があり通院／入院している人
（※の項目に該当する人は、通院／入院していない場合でも対象となります）
・慢性の呼吸器の病気

・染色体異常

・慢性の心臓病（高血圧を含む）

・重症心身障がい（重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重

・慢性の腎臓病

複した状態）

・慢性の肝臓病（肝硬変等）

・睡眠時無呼吸症候群

・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発

・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、
精神障害

している糖尿病

者保健福祉手帳を所持している※ または自立支援医療（精神

・血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）

通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障がい（療

・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

育手帳を所持している※場合）

腫瘍を含む）

・基準（BMI 30 以上）
を満たす肥満の人※

・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

BMI＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）
〈BMI30の目安〉身長170㎝（1.7ｍ）で体重約87㎏

・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

身長160㎝(1.6m)で体重約77㎏

障がい等）

▶Ｂ. 新型コロナウイルス感染症による重症化リスクが高いと医師が認める人

■接 種 の 開 始 時 期 と 使 用 ワ ク チ ン
接種会場
個別医療機関

接種日程

使用ワクチン

６月27日
（月）
から実施
ファイザー
または
（一部医療機関では、
武田
/ モデルナ
すでに実施中）

７月10日
（日）
から
保健福祉センター
毎週日曜日（第３日曜日除く） 武田 / モデルナ
（呉川町 14 番 9 号）
に実施

■予約方法
インターネット(Web)で予約
電話で予約・お問い合わせ

接種券の到着直後は、電話が大変混み合いますのでWeb
予約の利用や時間を空けてのお電話をお願いします。

芦屋市新型コロナワクチンコールセンター
ナナ

※個別医療機関の一覧については裏面を
ご覧ください
※接種会場や日によって使用するワクチ
ンが異なりますのでよく確認の上、ご
予約ください

ゼロ ロク ゴーゴー

☎0797-31-0 6 5 5

市外局番も含めよく確認してください

受付時間

午前９時～午後５時30分（土・日・祝含む）
予約の際は接種券をお手元にご準備ください

聞こえや言葉で配慮を必要とされる人の相談は穐31-1018へ
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◆ 妊婦と授乳中の人は接種を受けることができない医療機関
◇ 妊婦の人は接種を受けることができない医療機関

▶どなたでも接種可能な医療機関【追加接種（4回目接種）】
１. 青い鳥クリニック

南宮町 12-24-2

17. 松葉医院

翠ケ丘町 1-4

44. 西川内科 ◆

２. 芦屋〇いいだ内科クリニック
R

公光町 11-5-301

18. 松村内科クリニック

伊勢町 7-27

45. にしわき消化器内科・外科クリニック ◆ 浜町 9-9

３. 芦屋駅前小野内科クリニック

大原町５-22-1F

19. みむらクリニック

大原町 15-14

47. 平林医院

浜町 9-5-101

４. 芦屋グランデクリニック ◆

前田町 3-5

20. 村松医院 ◇

浜町 10-５

48. ふじクリニック

精道町 6-13-1F

５. あしやサニークリニック 内科

翠ケ丘町 2-8-101

21. 毛利耳鼻咽喉科

南宮町 10-24

50. 古川耳鼻咽喉科医院

大原町 5-1

６. 芦屋セントマリアクリニック

大原町 5-20

22. よねくらクリニック ◇

船戸町１-29-5F

52. 前川クリニック

西蔵町 4-5

７. 芦屋セントマリア病院 ◆

朝日ケ丘町 8-22

27. あずみクリニック ◆

松ノ内町 6-23

54. 宮﨑内科クリニック

春日町 7-3-201

８. 芦屋たいらクリニック

川西町 6-19

29. 池本脳神経クリニック

大原町 20-19-1F

58. 松本クリニック

三条南町 13-16-3F

９. ありがとう芦屋クリニック

船戸町 3-24-1-1F

30. いとう医院

西芦屋町 8-19

61. A&A クリニック

茶屋之町 6-16

10. いまむらクリニック

大原町 20-19-2F

33. 上塚耳鼻咽喉科

打出小槌町 8-10

63. あかぎクリニック

呉川町 7-26

11. 大森医院

浜風町 3-4

34. 高内科

東山町 5-8-2F

64. さくら眼科 ◇

松ノ内町 3-2-102

12. かわもり小児科

竹園町 6-22

36. 重信医院

西山町 11-3

65. ひよこキッズクリニック

月若町 8-2-2-1F

13. 坂本泌尿器科 ◆

朝日ケ丘町 39-1

40. 冨永医院

公光町 10-20

66. 芦屋ファミリークリニック

公光町 9-6-1F

14. 多田医院

打出小槌町 13-5

41. 長澤クリニック

船戸町 2-1-107

松ノ内町 10-18

43. ならばやし内科・呼吸器
内科クリニック

船戸町 1-29-5F

15. 永松クリニック

船戸町 4-1-401

初回（１・２回目）・追加（３回目）
接種実施医療機関一覧はこちら→

▶継続受診中の人のみ接種できる医療機関【追加接種（4回目接種）】
25. 芦屋橋本クリニック ( 通院中の透析患者 ) ◆ 業平町 6-31
26. 芦屋やまもとクリニック

東山町 29-19

37. 筋師内科皮ふ科医院
38. 須山脳神経外科クリニック

岩園町 7-26
精道町 7-1-3F

28. 有田クリニック ◆

宮塚町 16-6

39. ちゃばたクリニック ◆

春日町 4-4-1F

32. 上田内科 ◆

朝日ケ丘町 2-24

42. なかにしクリニック ◆

船戸町３-23-3F

35. さわだクリニック

川西町 8-12

46. 野村医院 ◆

伊勢町 5-10

49. 藤崎整形外科 ◆

船戸町 2-1-206
↓

51. 本田外科胃腸科 ◆ 60歳

宮川町５-11
↓

57.渡辺内科クリニック ◆ 30歳 ★

高浜町 7-2-105

★３回目接種を当院で受けており、月１回程度受診されてい
る人のみ接種可能です

・市立芦屋病院では一般の接種は行わず、医療機関と連携し、アレルギー等でリスクの高い人に対応します
・使用ワクチン等の詳細は、Web予約システム、コールセンター（表面記載）でご確認ください

■大規模接種会場

■相談窓口

▶兵庫県大規模接種会場（西宮会場・姫路会場）

副反応等に関する相談
▶兵庫県新型コロナワクチン専門相談窓口
☎0570-006-733/穐078-361-1814 受付時間：午前９時～午後９時
（土・日・祝含む）

▶兵庫県新型コロナワクチン多言語専門相談窓口

Hyogo multi-language COVID-19 vaccination consultation center

☎050-3174-4567/穐078-361-1814
Hours：Everyday from 9:00a.m to 9:00p.m

発熱などがある場合はまず相談を
発熱等があればまずは地域の医療機関（かかりつけ医等）に
電話で相談してください。かかりつけ医等がなく、相談先に
迷う場合は「発熱等受診・相談センター」や「兵庫県新型コロ
ナ健康相談コールセンター」へご相談ください。

▶発熱等受診・相談センター（芦屋健康福祉事務所）
☎0797-32-0707

受付時間：午前９時～午後５時30分（平日のみ）

▶兵庫県新型コロナ健康相談コールセンター
☎078-362-9980

受付時間：24時間（土・日・祝含む）

▶救急安心センターこうべ
＃7119または☎078-331-7119

受付時間：24時間（土・日・祝含む）

■初回（１・２回目）
・追加（３回目）接種
引き続き接種を実施しています。
接種の予約はこちら
◀◀◀ ２次元コードまたは表面記載の
コールセンターへ

コールセンター：☎0570-033-185
受付時間：午前９時～午後６時（土・日・祝含む）

兵庫県大規
模接種会場

▶自衛隊大阪大規模接種会場(堺筋本町会場・北浜会場)
コールセンター：☎0120-296-567
受付時間：午前７時～午後９時
（土・日・祝含む）
※スケジュール・使用ワクチン・会場等の詳細は、ホームページ
または２次元コードからご確認ください

自衛隊大阪
大規模接種会場

■ 効果と安全性
効果 海外の研究では３回目接種から４カ月以上経

過した60歳以上の人にファイザー社ワクチンを４回
目接種した場合、
オミクロン株流行期において、
接種後６週間経過
しても重症化予防効果が低下せず維持されたと報告されています。

安全性 海外の研究では接種部位の痛み等の症

状がみられましたが４回目接種後21日目までに
おいて、重大な副反応は認めなかったと報告され
ています。

新型コロナワクチ
ンについて

■ワクチン接種に関する人権への配慮について
ワクチンの接種は、
あくまでも任意であり、
自らが接種を判断するも
のです。
接種を受けていない人に対する不利益な扱いは決して許さ
れるものではありません。
新型コロナワクチン接種に関して、
不当な
扱いや偏見に悩んでいる人への相談窓口があります。
【法務省】
みんなの人権１１０番 ☎0570-003-110
受付時間：午前８時30分～午後５時15分（平日のみ）
子どもの人権１１０番 ☎0120-007-110
インターネット
受付時間：午前８時30分～午後５時15分（平日のみ）人権相談

