令和 3 年度

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種

平成２６年１０月１日から、高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種が定期接種になりました。
令和３年４月１日から令和４年３月３１日までは、６５歳・７０歳・７５歳・８０歳・
８５歳・９０歳・９５歳・１００歳になるかたが対象になります。

※これまで『平成３１年度以降の対象者は６５歳のみ』とご案内しておりましたが、
平成３１年１月、厚生労働省において、令和５年度までの時限措置として定期接種の
対象者の拡大を継続することが決定したため、７０歳以上で、これまで一度も高齢者
肺炎球菌ワクチンを接種したことがないかたに、改めて接種機会が設けられました。
１ 高齢者肺炎球菌感染症予防接種の必要性
日本人の死亡原因として、
「がん」
、
「心疾患」
、に次ぐ上位に「肺炎」があります。
肺炎は、細菌やウイルスなどが肺に入り込んで炎症が起きる病気です。肺炎の病原菌として最も多
いのが肺炎球菌で、約４分の１を占めています。肺炎球菌は９３種類あるとされ、高齢者肺炎球菌
ワクチンは、このうち２３種類に対して予防効果が期待でき、この２３種類は、成人の重症の肺炎
球菌感染症の原因の約 7 割を占めるという研究結果があります。
ただし、この２３種類以外の肺炎球菌や、他の細菌やウイルスによる肺炎について予防することは
できませんので、日頃から肺炎の予防を心がけた生活を送ることが重要です。
２ 予防接種の実施
１）対象者
川口市民で、今までに高齢者肺炎球菌ワクチン（２３価肺炎球菌莢膜ポリサッカラ
イドワクチン）を受けたことがなく、①又は②に該当するかた
① 令和３年度内に６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、
１００歳になるかた
・６５歳（昭和３１年４月２日～昭和３２年４月１日生まれ）
・７０歳（昭和２６年４月２日～昭和２７年４月１日生まれ）※
・７５歳（昭和２１年４月２日～昭和２２年４月１日生まれ）※
・８０歳（昭和１６年４月２日～昭和１７年４月１日生まれ）※
・８５歳（昭和１１年４月２日～昭和１２年４月１日生まれ）※
・９０歳（昭和 ６年４月２日～昭和 ７年４月１日生まれ）※
・９５歳（大正１５年４月２日～昭和 ２年４月１日生まれ）※
・１００歳（大正１０年４月２日～大正１１年４月１日生まれ）※
② ６０歳以上６５歳未満のかたで、心臓、じん臓、呼吸器、またはヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能に身体障害者１級程度の障害を有するかた（身
体障害者手帳の写し、または医師の診断書が必要となります。対象となるかどうか
わからない場合は、地域保健センターにお問い合わせください。
）

※市の補助の有無を問わず、過去に２３価肺炎球菌ワクチンを接種したことがある
かたは、定期接種の対象とはなりません。また、過去に接種したかたが５年以内
に再接種すると、注射部位の痛みや腫れなどの副反応が強く高い頻度で出現する
と報告されています。接種歴は必ず確認してください。
２）自己負担金
５，０００円
※上記対象者のうち、生活保護世帯のかたは生活保護受給証の写しを医療機関に提出する
ことで､自己負担金免除となります。生活保護を受けているかたでも、対象者に当てはま
らない場合は任意接種（全額自己負担）となりますのでご注意ください。
※県内の委託医療機関以外で接種を受けた場合、全額自己負担となります。

３）接種方法

２３価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを１回接種

４）実施期間

令和３年４月１日 ～ 令和４年３月３１日
※実施期間内であれば、上記対象年齢の誕生日を迎える前でも接種は可能です。
※実施期間を過ぎると定期接種として受けることはできません。
※免疫機能の異常など、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより、
この期間内に接種ができなかった場合には地域保健センターにお問合せください。

５）実施場所

裏面「委託医療機関」に電話等でご予約の上、接種を受けてください。
※令和３年４月１日～令和４年３月３１日の期間は裏面の医療機関以外に、埼玉県内
の一部の医療機関でも予防接種が可能です。地域保健センターへ事前に（接種日の１０日
前まで）必ずご確認ください。

６）持ち物

予診票（年度内に６５歳になる対象のかた・市外の委託医療機関で接種するかた）
ハガキ（桃色）
（年度内に７０歳以上になる対象のかた）
健康保険証、マイナンバーカードなど年齢を確認できるもの
該当するかたは、生活保護受給証や身体障害者手帳の写し等をお持ちください。
７）他の予防接種との間隔
他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
８）高齢者の肺炎球菌感染症ワクチンの効果持続期間
ワクチン接種による予防効果は、健康な成人で５年以上持続するとされています。
３ 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種の副反応
接種後に、注射部位の腫れ、痛み、ときに軽い発熱等の副反応がみられることがありますが、通
常２～３日で消失します。高熱や体調の変化、その他に心配な症状がある場合は、医療機関を受診
してください。
肺炎球菌予防接種により重い副反応が生じ、入院治療が必要なほどの健康被害が生じた場合は、
医療費および医療手当等の給付により、健康被害を救済する制度があります。救済を申請し、国に
よる審議の結果、予防接種と健康被害の因果関係があると認定された場合は、救済を受けることが
できます。
４ 予防接種を受けることができないかた
１）明らかに発熱しているかた（３７.５℃以上）
２）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなかた
３）高齢者肺炎球菌感染症予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシー(接種後約３０分以内
に起こる、ひどいアレルギー反応)を起こしたことがあることが明らかなかた
４）予防接種で接種後２日以内に発熱がみられたかた、全身性のアレルギーを疑う症状があったかた
５）その他、予診等で医師が接種に不適当な状態だと判断した場合等
５ 予防接種を受ける前に
高齢者の肺炎球菌感染症予防接種について、気にかかることや分からないことがあれば、予防接
種を受ける前に担当の医師や地域保健センターに相談し、十分に納得した上で、接種を受けてくだ
さい。予診票は接種を受けるかたが責任をもって記入し、正しい情報を医師に伝えてください。
６ 予防接種を受けた後の一般的注意事項
１）予防接種を受けた後３０分間は、急な副反応が起こることがあります。医師とすぐに連絡が取
れるようにしておきましょう。
２）予防接種を受けた日の入浴は可能ですが、注射したところをこすらないでください。また、激
しい運動や大量の飲酒は避けてください。
[問い合わせ]
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令和３年度
医療機関名

住

所

川口肛門胃腸クリニック

本町４－３－１－２F

杉浦医院

本町４－４－１６－３０１

高齢者肺炎球菌感染症予防接種委託医療機関一覧（川口市内）
電話番号

医療機関名

２９９－５１４７ かわぐち脳神経クリニック

住

所

前川１－１－５５－１ーＢ

電話番号

令和3年4月１日現在
住

医療機関名

２６６ー４１１４ 益子病院

所

芝中田２－４８－６

電話番号
２６７－２２１１

２２２－５０１５ かわぐち心臓呼吸器病院

前川１－１－５１

２６４－５５３３ 蕨中央医院

芝新町４－７

２６５－３３１１

キャメリアプラザ内クリニック 本町４－５－２６－２０２－１

２２４－２５０１ ぬかが医院

前川４－２３－１４

２６７－０６３９ 国松医院

芝新町１０－５

２６６－１４１７

こんどう内科

栄町１－１２－２１－２０５

２５０－６６７７ 森医院

前川４－３１－１２

２６６－０６２２ 安東病院

芝３－７－１２

２６６－２６１１

桐山内科クリニック

栄町２－２－１０－１０３

２５８－７７５５ 田中医院

朝日１－９－２０

２２２－５５９３ 増渕ファミリークリニック

芝３－１６－２０

４８７－７７０１

こむら循環器内科クリニック 栄町３－１０－１８

２２９－３７１０ 朝日橋ひだまりクリニック

朝日２－１－３４

２２６－８０８８ 目時医院

芝５－２－１

２６５－１１６１

おのだ内科クリニック

金山町１－４－１F

２２２－６８２１ 徳竹医院

朝日２－２８－１

２２３－８５１６ 永井医院

芝５－１５－２０

２６６－７６１８

金山町たたら内科

金山町１２－１－１０３－２

２２８－６０６０ 高橋レディースクリニック

朝日３－６－２２

２２６－２８７１ 新井整形外科

芝樋ノ爪１－６－２７

２６６－５５３２

川口パークタワークリニック

幸町１－７－１－２F

２９９－４１０６ サンライズ村中医院

朝日３－１５－２１

２２４－１５１１ 芝西医院

芝西２－２７－１６－１Ａ

４２４－２８９８

菊池診療所

幸町１－８－１９

２５２－５５７６ 三条内科胃腸科医院

末広１－１９－１０

２２２－８８３８ 須賀クリニック

芝塚原２－４－８

２６５－１１２１

山川整形外科

幸町２－８－３８

２５５－６６３３ 朝日中央診療所

末広３－２－３

２２２－３０３２ 目時クリニック

柳崎１－２９－７

２６１－５７７７

おおはま糖尿病・腎クリニック 川口２－８－１９－３F

２５１－５０５０ 吉田クリニック

末広３－４－２６

２２２－７６７７ 青木中央クリニック

柳崎３－７－２４

２６０－１２１１

仁愛医院

川口３－２－１－１０２

２５１－５５０１ ごん耳鼻咽喉科クリニック

末広３－１８－２１

２２６－７８７８ 東浦和耳鼻咽喉科

柳崎４－２８－３２

２６８－２６７１

あかお医院

川口３－３－３F

２５０－３６００ 新井町内科消化器クリニック 新井町１６－１

２２２－０７００ 東浦和内科外科クリニック

柳崎４－２８－３２

４８７－７７５５

さつき診療所

川口４－５－１５

２５４－３０２０ 川口第一クリニック

元郷２－１５－３

２２５－３８００ しみず整形外科クリニック

柳崎５－３－１７

２６２－５４１３

北條胃腸科外科

川口６－９－４８

２５６－７７３１ 稲生医院

元郷４－１－３

２２２－５８７７

大字安行原１９１－１

２９４－３７１１

しば内科・循環器内科クリニック 飯塚１－３－６－１０２

２４２－３２２７ 元郷医院

元郷６－１１－１５

２２２－２４２６ 安行メディカルクリニック

安行藤八４１８

２９１－３５６８

金沢クリニック

２５０－５５５１ めぐみクリニック

弥平２－１８－８

２２４－１６００ さいぐさクリニック

安行小山４８７－５

２９０－７１７１

飯塚３－２－１－１０１

川口市立医療センター附属安行診療所

岩井クリニック

飯塚３－１４－３１

２５２－４７５９ 吉津内科クリニック

領家１－１－１１

２２３－５６２８ ゆたかクリニック東川口駅前 東川口３－１－１５－１Ｆ

２９７－１１１１

西川口中央クリニック

西川口１－５－２１－４・５Ｆ

２９９－８４７４ 鹿嶋医院

領家１－２３－１５

２２２－４８５８ 北村医院

２９４－６６７７

東川口４－１９－１２

八代耳鼻咽喉科

西川口２－２－９

２５２－６３８７ 川口領家循環器内科クリニック 領家１－２４－４－２Ｆ

２４２－５４６２ スマイル内科小児科クリニック 戸塚１－５－３０－２F

２９７－８２１０

本田小児科クリニック

西川口２－１０－８－２F

２５３－２２２３ 河合病院

領家３－６－７

２２２－０１９０ 菅原整形外科

戸塚１－１６－２４

２９７－６６３３

川口診療所

仲町１－３６

２５２－５５１２ ひふみクリニック

東領家３－７－１２

４２０－９５１１ 堀クリニック

戸塚３－２７－１４

２９６－２６２２

千葉外科内科病院

原町４－４１

２５２－３３８１ 新郷中央診療所

東本郷９３７－７－１Ｆ

２８４－１１００ すぎた内科クリニック

戸塚３－３４－１３

２９４－００３２

はまだ内科消化器外科クリニック 南町２－７－３

２５１－１１２３ 武南病院附属クリニック

東本郷１４３２

２８２－８２２２ 丸山クリニック

戸塚境町３５－１０－１F

２９４－９７８８

リボンシティクリニック

並木元町１－６６

２４０－１５０１ 保木診療所

峯２５６ー７

２９５－３３３２ 埼友川口クリニック

戸塚東３－３－１８

２９１－１２００

佐藤小児科クリニック

並木１－１０－１８

２５１－６６１８ はえまつ内科・外科クリニック 榛松１－１－５

２８８－８６００ 小林医院

戸塚東３－６－８

２９７－８４９２

奥秋内科

並木２－２－１６ー100号

２５３－８５１１ 氷室医院

榛松２－６－８

２８４－０２１２ まの内科胃腸科クリニック

戸塚東４－２６－３０

２９０－８７７８

井上整形外科

並木２－７－１

２５１－６３３０ まえはら医院

江戸２－２－５

２８１－７２００ 石井クリニック

戸塚南２－１６－１３

２９７－７１１２

ウメヅ医院

並木３－９－７

２５３－５２５５ 川口誠和病院

江戸３－３５－４６

２８５－０６６１ 平愛クリニック

西立野５３５－１－１Ｆ

２２９－２３８８

かがやきクリニック川口

並木３－１７－２７－１０１

２９９－９０９５ すきがら内科医院

江戸袋１－１４－９

２８７－６６０２ 小谷野医院

桜町２－５－１９

２８１－５４５０

川口並木クリニック

並木３－３４－１７

２５３－３９９４ 鹿島診療所

安行領根岸９０４－１

２８２－３８５５ 大河原医院

桜町５－１－４

２８１－０１５０

齋藤記念病院

並木４－６－６

２５２－８７６２ 田山医院

安行領根岸１４１１－３

２８１－３８６６ 鳩ヶ谷中央病院

桜町６－１２－５５

２８１－６１３１

川口工業総合病院

青木１－１８－１５

２５２－４８７３ 根岸台診療所

安行領根岸２０８７－２

２８１－１９１８ 本町クリニック

鳩ヶ谷本町２－７－６

２８７－７７７７

ふじクリニック

青木２－５－５

２４０－００７１ 慈孝内科外科クリニック

安行領根岸２７２１－７

２８４－１１１１ 健クリニック

坂下町１－８－１６－１F

２８８－１０１１

寺田医院

青木３－３－２３

２５２－３８８５ 添田医院

道合９２４

２８１－４１９１ 白石内科小児科医院

坂下町１－１２－６

２８１－１３６９

柳田産婦人科医院

青木４－５－３４

２５２－２６７８ 川口さくらクリニック

神戸２５８－２

２７１－９５６２ 渋谷医院

坂下町２－２－１６－２F

２２９－６２２３

はしもと内科クリニック

中青木２－１５－３４－３０２

２４０－５９１１ 植村内科クリニック

源左衛門新田２２４－１

２２９－０１８８ 須田医院

坂下町４－７－４

２８１－２５２６

小坂医院

中青木２－２３－３０

２５５－０６７８ 石井医院

大字石神１６６１－６

さいわい診療所

中青木４－１－２０

２５１－６００２ リハビリテーションクリニック杜 大字赤芝新田１０－１

青木医院

西青木１－１１－３３

２５１－５９７９ 川口市立医療センター

２８７－２５２５ やじまトータルケアクリニック 里３７２－２F

２９０－８１５０

倉澤医院

西青木１－１２－１３

２５２－７８１１ かねこ内科リウマチ科クリニック 西新井宿３０５

２８４－１１５５ 鳩ヶ谷米山クリニック

里１６２８－３F

２８８－６３３３

きむら内科外科クリニック

西青木１－２１－１９

２９１－８５６０ 新井宿駅前内科クリニック

新井宿４０－２

２８７－３３９２

南鳩ヶ谷１－７－１

４４６－９９２４

寿康会病院

西青木２－１５－１０

２５１－２０５０ グリーンセンタークリニック

大字新井宿８０２－５

２８８－７１００ フクダクリニック

南鳩ヶ谷１－９－６

２８２－６０００

井上医院

西青木３－１０－２４

２５１－７２８８ 沢近医院

北園町４６－１１

２６１－８６４９ 埼玉厚生病院

南鳩ヶ谷６－５－５

２８１－７６１１

有田内科医院

上青木西３－１１－１７

２６５－６０５２ 芝中央医院

柳根町５－１４

２６５－５１１８ 三ツ和診療所

南鳩ヶ谷６－８－９

２８１－２５１５

清水医院

上青木１－２０－３

２５３－０１９１ 今野整形外科

芝 ３９０１

２６９－３１８８ 今野医院

南鳩ヶ谷７－２７－１５

２８２－５０２０

大字西新井宿１８０

２９６－００１８ はとがや病院

坂下町４－１６－２６

２８２－１８９０

２９５－１２５８ はとがや緑内科クリニック

辻１５７３－１－３F

２８６－７７７４

南はとがや泌尿器科・内科クリニック

井本医院

上青木２－４９－６

２６５－７５７５ 若林小児科内科医院

芝 ７０１６

２６７－２８００ 鳩ヶ谷第一クリニック

三ツ和１－９－２７

２８１－５２１０

埼玉あきみつクリニック

上青木３－３－２５

４２４－５７７８ 益子整形外科

芝高木１－６－２４

２６４－５５０５ 田島記念クリニック

三ツ和１－２７－９

２９９－６３５５

上靑木中央醫院

上青木４－２－６

２６７－２２１８ 川口ハートクリニック内科

芝宮根町４－１０

２６４－２８０１

いしい内科クリニック

上青木６－２－１９

４７５－８０５６ ひらた内科・在宅クリニック

芝下１－１２－３

４７１－９９９７

上青木もりクリニック

上青木６－１４－１０

４２３－６７６１ 小谷場クリニック

小谷場４１０－１

２６８－９２９８

新谷医院

本前川１－１９－２２

２６５－５５７８ 田近医院

芝中田１－２６－２１

２６５－１９７４

路川内科医院

前上町３２－３１

２６５－６９８０ 下条医院

芝中田１－３０－８

２６６－１１３４

※かかりつけの方のみを対象に予防接種を実施する医療機関は、こちらの一覧には載っていません。また、一覧に掲載のある医療機関であっても、ワクチンの在庫状況等により、かかりつけの方のみを対象とする場合もあります。

