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新型コロナワクチン追加接種（４回目）について 
 

 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的として、新型コロナワク

チン追加接種（４回目）を行います。 

 

１ 対象者 

  ３回目接種完了から５か月以上経過した、次のいずれかに該当する方 

（１）60歳以上の方 （約58,000人） 

  （２）18歳以上60歳未満で、基礎疾患のある方やその他重症化リスクが高いと医師が 

認める方  （約5,000人【見込み】） 

 

２ 使用するワクチン 

  ファイザー社ワクチン、武田/モデルナ社ワクチン 

  （１～３回目に接種したワクチンにかかわらず接種可能） 

 

３ 接種券の送付時期 

 （１）60歳以上の方  

６月13日（月）以降、３回目接種日に基づき順次送付 

 （２）基礎疾患のある方 接種券の発行申請が必要 

    ５月30日（月）から、電子申請、郵送、健康増進課窓口にて受付開始 

接種券の送付は、３回目接種日に基づき順次送付 

  

４ 予約方法 

  ６月15日（水）正午から、予約システム、ＬＩＮＥ、コールセンターで受付開始 

  コールセンター：0120-303-805（毎日午前９時～午後５時 30分） 

  ※接種予約支援を御旅屋セリオ４階会場で実施  

６月17日（金）から７月12日（火）までの毎週火曜・金曜 午前10時～正午 

 

５ 接種開始時期 

（１） 個別接種 ６月24日（金）から３医療機関（市民病院、JCHO高岡ふしき病院、 

済生会高岡病院）で接種開始 

           ７月１日（金）から上記３医療機関に加え、77医療機関で順次開始 

（一覧は別紙のとおり） 

（２） 集団接種  

 実施期間：７月２日（土）～30日（土）の土日、７月７日（木） 

 実施時間：土・日曜日 午前９時～正午、午後２時～午後５時 

      木曜日   午後２時～午後５時 



  

 

６ 周知方法 

  市民と市政（７月号）、ホームページ、ＬＩＮＥ 

 

７ その他 

（１） ４回目接種に併せ、１・２回目、３回目、小児（５歳～11歳）の接種も引き続き 

実施 （接種医療機関は別紙のとおり） 

（２） ３回目接種について、２回目接種から５か月経過で接種できるようになりました。 

（例）２回目接種が 令和４年１月の方…令和４年６月接種可能 

令和４年２月の方…令和４年７月接種可能 

 

〇対象となる基礎疾患〇 

 １ 以下のいずれかの疾患があり、通院または入院している方 

（１） 慢性の呼吸器の病気 

（２） 慢性の心臓病（高血圧を含む） 

（３） 慢性の腎臓病 

（４） 慢性の肝臓病（肝硬変等） 

（５） 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 

（６） 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く） 

（７） 免疫の機能が低下する病気（治療中や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む） 

（８） 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 

（９） 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

（10）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） 

 （11）染色体異常 

 （12）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） 

 （13）睡眠時無呼吸症候群 

 （14）重い精神疾患（精神疾患のために入院している、精神障害者保健福祉手帳を所有 

    している、または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する 

場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合） 

     ※精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を所持している方については、通院ま 

たは入院をしていない場合も基礎疾患のある方に該当 

 

２ 基準（ＢＭＩ30以上）を満たす肥満の方 

    ※ＢＭＩ30の目安：身長 170㎝で体重約 87㎏、身長160㎝で体重約77㎏ 

 

〇ワクチンを受ける際は、感染予防の効果と副反応のリスクについて、正しい知識をもって 

 いだいたうえで、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。 

〇職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応 

 をしたりすることがないよう、十分な配慮をお願いいたします。 

 

【担当】健康増進課 （20-1348） 



別　紙

【４回目ファイザー社ワクチン】75医療機関 令和４年６月24日現在

地区 接種医療機関名 住所 地区 接種医療機関名 住所

泌尿器科小島医院 東中川町6-10 赤祖父どいクリニック 赤祖父593-1

斉藤脳神経外科医院 古定塚5-50 五十嵐内科医院 駅南3-9-14

宗玄医院 東下関1-1 泉脳神経外科医院 駅南4-9-16

高の宮医院 末広町13-15 小栗小児科医院 野村869

広小路神経内科クリニック 丸の内7-1(1F) キタノ整形外科クリニック 蓮花寺564-1

福田医院 新横町1245 高陵クリニック 野村23-1

わだ小児科クリニック 広小路6-1(1F) 斉藤外科小児科クリニック 野村799

島田医院 昭和町3-3-15 さかい内科クリニック 東上関305-1

清水内科循環器科クリニック 金屋町12-3 皮膚科神経内科白崎医院 駅南3-5-33

真生会高岡クリニック 早川517 高岡駅南クリニック 駅南3-1-8

杉森クリニック 上四屋3-8 耳鼻咽喉科なかむら医院 駅南3-6-25

藤田内科クリニック 瑞穂町4-25 沼内科医院 野村1331

北陸予防医学協会高岡総合健診センター 金屋本町1-3 半田内科医院 野村1034-1

松本内科クリニック 大町16-1 平野クリニック 上黒田271-1

みやこし内科医院 波岡282-1 内科 東医院 通町52

あさなぎ病院 五福町1-8 泉が丘内科クリニック 佐野892-1

旭ケ丘内科クリニック 江尻46-13 大桑内科クリニック 博労本町10-18

内科小児科井川クリニック 大坪町1-2-3 こいで内科脳神経クリニック 佐野1238-1

石橋耳鼻咽喉科医院 旭ケ丘74-35 さのクリニック 佐野919-3

越田内科クリニック 五福町2-20 清水小児科医院 白金町5-30

小関クリニック 大坪町2-4-11 炭谷内科医院 大鋸屋町8

サンバリー高岡病院 鷲北新477 南星クリニック 木津1452-15

成美こどもクリニック 京町2-7 林内科医院 中島町3-17

高岡市民病院 宝町4-1 光ヶ丘病院 西藤平蔵313

高岡内科クリニック 能町南3-41 髙嶋内科医院 中曽根119-1

髙田整形外科医院 あわら町12-25 宝田内科クリニック 中曽根2839

たみの医院 江尻白山町51-1 村井医院 姫野401

丹保病院 大坪町1-1-3 宇野内科医院 伏木古国府5-30

ひらの皮ふ科クリニック 京町2-20 久賀内科クリニック 伏木古府3-2-8

万葉病院 西海老坂字大坪362 JCHO高岡ふしき病院 伏木古府元町8-5

吉田内科小児科 木町1
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【４回目ファイザー社ワクチン】

地区 接種医療機関名 住所 地区 接種医療機関名 住所

いしだクリニック 戸出町3-7-25 なるせクリニック 下麻生496

市野瀬和田内科医院 戸出市野瀬388 宮島医院 常国387

白川クリニック 戸出町3-19-50 内科クリニック サンエール 福岡町下蓑新336

瀬尾内科医院 戸出町3-1-56 サンバリー福岡病院 福岡町大野150

高岡みなみハートセンターみなみの杜病院 戸出町3-14-24 福岡町たぐちクリニック 福岡町荒屋敷630

戸出伊勢領よろずクリニック上田内科医院 戸出伊勢領2466-2 トモエクリニック 福岡町下蓑新281

なのはなクリニック 戸出町3-24-56

やまぎし耳鼻咽喉科クリニック 戸出町4-1187-5

【４回目武田/モデルナ社ワクチン】５医療機関・１集団接種会場

住所 住所

東下関1-24 木津603

二塚387-1 永楽町5-10

戸出町5-3-57 御旅屋町101　

【３回目ファイザー社ワクチン】５医療機関

住所 住所

五福町2-20 戸出町3-24-56

金屋町12-3 福岡町下蓑新281

赤祖父593-1

【１・２回目ファイザー社ワクチン】２医療機関

住所 住所

木町1 野村799

【小児（５～11歳）ファイザー社ワクチン】６医療機関

住所 住所

広小路6-1(1F) 佐野866-2

京町2-7 野村869

白金町5-30 下伏間江20-1
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接種医療機関名接種医療機関名

桜馬場内科歯科医院

済生会高岡病院

木谷内科クリニック

上野医院

厚生連高岡病院

御旅屋セリオ４階　集団接種会場

越田内科クリニック

接種医療機関名

清水内科循環器科クリニック

赤祖父どいクリニック

接種医療機関名

なのはなクリニック

トモエクリニック

接種医療機関名

吉田内科小児科

接種医療機関名

斉藤外科小児科クリニック

接種医療機関名 接種医療機関名

わだ小児科クリニック

成美こどもクリニック

清水小児科医院

しむら小児科クリニック

小栗小児科医院

やまもと小児科アレルギー科


