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令和２年度 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種を実施します

概 要

（趣旨・日時・

場所・内容等を

記入すること。）

１ 対象者

旭川市に住民登録されている方で，次の（1），（2）のいずれかに該当し，

接種を希望する方。ただし，過去に定期や任意による肺炎球菌ワクチン（23

価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド）を接種したことがない初めての方

（1）令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31 日の間に，65･70･75･80･85･90･95･

100 歳となる方（対象の方には 4月末頃「お知らせハガキ」を送付。ただし，

一部 70 歳以上で定期接種済みの方を除く。）

（2）接種当日に 60 歳以上 65 歳未満で，心臓・腎臓・呼吸器の機能，ヒト免疫

不全ウイルスによる免疫の機能，これらのいずれかの障害として，障害

等級１級相当の障害を有する方

２ 実施期間

令和２年４月１日(水曜日)から令和３年３月３１日(水曜日)まで

３ 接種対象回数

実施期間中１回のみ

４ 接種料金

自己負担金２,７００円（市民税非課税世帯員,生活保護受給世帯員は自己

負担金免除）

５ 接種場所

市内約１６０か所の医療機関

添付資料
有 ・ 無

「令和２年度 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種のお知らせ」（Ａ４・１枚）

「令和２年度 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施医療機関一覧」（予定）（Ａ３・１枚）

報道（取材）に当

たってのお願い

備 考



※接種当日に旭川市に住民登録されている１または２に該当する方で，過去に定期や任意による肺

炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド）を接種したことがない初めての方

１ 65歳 昭和30.4.2～昭和 31.4.1 85歳 昭和 10.4.2～昭和11.4.1

70 歳 昭和 25.4.2～昭和26.4.1 90 歳 昭和 5.4.2～昭和 6.4.1

75 歳 昭和 20.4.2～昭和21.4.1 95 歳 大正14.4.2～大正 15.4.1

80 歳 昭和 15.4.2～昭和16.4.1 100歳 大正 9.4.2～大正10.4.1 生まれの方が対象です！

２ ６０歳以上６５歳未満であって，心臓・腎臓・呼吸器の機能，ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の

機能，これらのいずれかの障害を有する方（障害等級１級相当の方）

２，７００円 ※生活保護世帯，市民税非課税世帯の方は免除になります（接種当日に，「接種料

金（自己負担金）が免除になる証明」の提示が必要です。くわしくは送付の「お知らせハガキ」などで

ご確認下さい。後日の払い戻しはできませんので，ご注意下さい！）。

・「お知らせハガキ」（対象者１の方のみ）または身体障害者手帳（対象者２の方のみ） ・健康保険証

・接種料金（自己負担金）が免除になる方は「接種料金（自己負担金）が免除になる証明」

（※今年転入の１の対象者で，「お知らせハガキ」が送られていない方，また，「自己負担金が免除になる証明」の

申請のために，前住所地の「課税証明書」が必要な場合がありますので，下記へお問い合わせ下さい。）

※年数にかかわらず，過去に定期や任意による肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド）を

接種したことがある方の再接種は任意接種で全額自己負担となり，この定期接種の対象外です！（特に５

年以内の再接種は副反応が強く高い頻度で出るとの報告があります。接種歴は必ず確認してください。）

平成 31年度以降の定期接種対象者は６５歳のみでしたが，平成31年 3月「予防接種法施行令の一部

を改正する政令」が公布され，引き続き７０歳以上でも対象となる方に接種機会が設けられました。

接種料金（自己負担金）

定期接種対象者

令和２年４月１日（水）から令和３年３月３１日（水）まで

実施期間

接種場所

問合せ先 旭川市保健所健康推進課保健予防係 電話 ２５－９８４８

令和２年３月

旭川市保健所

旭川市高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施医療機関（※実施医療機関は，送付の「お知らせハガキ」または各

医療機関にご確認下さい。実施日時や予約の要・不要などについて，事前に各医療機関にお問い合わせ下さい。）

・４月下旬頃に「お知らせハガキ」を送ります（※一部70歳以上で定期接種済みの方を除く）。

・「お知らせハガキ」は送られませんが対象となります。接種する医療機関にご相談下さい。

接種当日の持ち物

ご注意！

※肺炎球菌ワクチンを接種した方は，本市「肺がん検診」を無料で受診できます。くわしくは，接種後に交

付される接種済証をご覧下さい。



令和２年度 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施医療機関一覧（修正後）

医療機関名 住所 電話番号 医療機関名 住所 電話番号 医療機関名 住所 電話番号 医療機関名 住所 電話番号 医療機関名 住所 電話番号 医療機関名 住所 電話番号

【西地区】 岩田病院 4条通13丁目 23-2201 【東光・旭神】 【本町・旭町・大町・川端町 ・錦町・緑町】 【花咲町・末広・末広東・ 東鷹栖】 【神楽・神楽岡・緑が丘】

高木小児科医院 3 条 通 2 丁 目 22-7831 和田産婦人科医院 4条通15丁目 23-3521 道北勤医協一条通病院
（入・通院中の方のみ対応）

東光1条1丁目 34-2111 もとまち皮ふ科クリニック 本 町 3 丁 目 55-4112 旭川医療センター 花咲町7丁目 51-3161 神楽神経科内科医院 神楽3条2丁目 62-3311

坪倉循環器科内科　　　　　　
クリニック

3 条 通 3 丁 目 22-6515 森本内科医院 4条通16丁目 23-5732 道北勤医協一条クリニック 東光1条1丁目 34-1136 藤井病院 旭町1条3丁目 51-1411 池田内科医院 末広1条5丁目 52-1241 道北勤医協旭川医院 神楽3条4丁目 61-1117

丸谷病院 4 条 通 5 丁 目 25-1111 中島病院 4条通16丁目 24-1211 千代田クリニック　　　 東光1条6丁目 31-7821 しだ内科医院 旭町1条15丁目 51-1717 松本呼吸器・内科クリニック 末広1条10丁目 76-6167 神楽岡医院 神楽岡5条6丁目 66-3003

吉田病院 4 条 西 4 丁 目 25-1115 旭川キュアメディクス 6条通15丁目 23-3127 さとう整形外科胃腸科医院 東光3条3丁目 32-6322 森山メモリアル病院 旭町2条1丁目 55-2000 とびせ小児科内科医院 末広2条1丁目 52-0111
山下内科循環器科　　　　　　
クリニック

神楽岡6条5丁目 66-1800

Keiクリニック　　　　　　　　　
（訪問診療中の方のみ対応）

4 条 西 4 丁 目 25-0115 【各条17～26丁目・宮前 ・南】 東光やわらぎ泌尿器科 東光3条6丁目 37-0300 あさひまちクリニック 旭町2条4丁目 51-3330 佐野病院 末広3条3丁目 52-1177 村上内科小児科医院 神楽岡14条3丁目 65-2235

おおしま内科 4 条 西 7 丁 目 24-3888
なかの呼吸器科内科　　　　　
クリニック

1条通18丁目 34-1159 ふくい内科小児科医院 東光4条6丁目 32-8200 三上神経科内科クリニック 旭町2条6丁目 54-8121 いまだ耳鼻咽喉科 末広4条1丁目 53-3387 旭川南病院 神楽岡14条7丁目 65-2220

旭川赤十字病院　　　　　　
(入・通院中の方のみ対応)

曙 1 条 1 丁 目 22-8111 平澤循環器・内科クリニック 1条通23丁目 33-2700 脇坂内科医院 東光6条2丁目 39-3900 土田こどもクリニック 旭町2条10丁目 55-0202 フクダクリニック 末広5条7丁目 57-8810 まつい内科クリニック 緑が丘3条3丁目 65-1629

あけぼの循環器科
内科クリニック

曙 1 条 5 丁 目 25-2102 旭川厚生病院                    1条通24丁目 33-7171 石川内科 東光6条3丁目 35-8811 若山クリニック 旭町2条13丁目 51-3686 吉野耳鼻咽喉科 末広6条4丁目 55-1000 旭川リハビリテーション病院 緑が丘東1条1丁目 65-0101

だてクリニック　　　　　　　　　
（通院中の方のみ対応）

曙 1 条 5 丁 目 22-1515 清水内科医院 1条通25丁目 34-2617 大山内科医院 東光7条6丁目 33-7676 道北勤医協旭川北医院 大町2条14丁目 53-2111
みやざき内科小児科　　　　　
クリニック

末広東1条1丁目 54-7171
旭川医科大学病院　　　　　　
(入・通院中の方のみ対応)

緑が丘東2条1丁目 65-2111

くにもと病院 曙 1 条 7 丁 目 25-2241
旭川ペインクリニック病院
(入・通院中の方のみ対応)

4条通17丁目 22-2003
ひしやま外科皮膚科　　　　　
クリニック

東光8条10丁目 35-8888
相川記念病院　　　　　　　
（通院中の方のみ対応）

大町2条14丁目 51-3421 旭川消化器肛門クリニック 末広東1条3丁目 54-1788
のむらひふ科耳鼻咽喉科
甲状腺クリニック

緑が丘東3条1丁目 60-8712

【中央地区】 四条はらだ医院 4条通18丁目 32-1810 東光クリニック 東光9条3丁目 37-4800 株本整形外科医院 川端町6条10丁目 53-1116 五十嵐クリニック 東鷹栖1条1丁目 57-2120 緑が丘クリニック 緑が丘東4条1丁目 66-2002

たかはし耳鼻咽喉科・
アレルギー科クリニック

宮下通7丁目 23-4133 整形外科進藤病院 4条通19丁目 31-1221
あおぞらクリニック　　　　　　
（通院中の方のみ対応）

東光9条6丁目 33-8600 たちばなクリニック 錦 町 15 丁 目 55-2240 【永山】 丘のうえこどもクリニック 緑が丘南1条2丁目 66-6006

むとう内科医院 宮下通7丁目 25-3355 寺島耳鼻咽喉科医院 4条通19丁目 33-6051 東光中央医院 東光10条2丁目 33-6161 錦町おおしま耳鼻咽喉科 錦 町 15 丁 目 50-3387 永山腎泌尿器科クリニック 永山2条7丁目 46-5500 【神居・忠和・高砂台】

北彩都病院 宮下通9丁目 26-6411 木原循環器科内科医院 4条通22丁目 35-5555 ながのこどもクリニック 東光11条3丁目 39-1154 にしきまち通りクリニック 錦 町 16 丁 目 46-8100 博愛内科クリニック 永山2条16丁目 48-5111 うすき医院 神居2条1丁目 63-1025

くまいクリニック 宮下通9丁目 24-8733 旭川十条病院 9条通21丁目 35-2111 なかむら耳鼻咽喉科医院 東光13条2丁目 33-3387 北星ファミリークリニック 錦 町 19 丁 目 53-0011 今本内科医院 永山2条20丁目 48-2562 滝山内科医院 神居2条12丁目 61-0988

あけ美肌クリニック 宮下通9丁目 23-7101
旭川脳神経外科　　　　　　　
循環器内科病院

10条通21丁目 33-2311 おうみや内科クリニック 東光14条5丁目 39-3636 真口内科小児科医院 緑 町 17 丁 目 54-1221 永山ペインクリニック 永山3条4丁目 49-2775 サンビレッジクリニック 神居2条18丁目 61-5500

クリスタル橋内科クリニック 1 条 通 6 丁 目 22-9600 サクラ咲くクリニック 宮前1条4丁目 39-3488
もみの木ｱﾚﾙｷﾞｰ科
こども医院

東光17条9丁目 35-6761 【住吉・春光・春光台】 永山消化器・内視鏡内科 永山3条4丁目 47-7140 やまもとこどもクリニック 神居2条21丁目 60-4976

整形外科内科吉田医院 3 条 通 9 丁 目 29-1021 【豊岡】 　 リバータウンクリニック　　 旭神2条3丁目 66-0766 佐藤内科小児科医院 住吉4条2丁目 51-0962 大雪病院 永山3条7丁目 48-6661
内科循環器科　　　　　　　　　
はやしクリニック

神居3条5丁目 61-3414

唐沢病院 4 条 通 9 丁 目 23-3165
呼吸器内科・内科
とおるクリニック

豊岡2条7丁目 38-8088 【東旭川】 並木通りクリニック 春光3条7丁目 59-7390
ながやまキッズ
ファミリークリニック

永山3条13丁目 49-7770 神居ペインクリニック 神居3条9丁目 62-8600

佐久間病院 5 条 通 7 丁 目 22-1111 豊岡内科整形外科クリニック 豊岡3条6丁目 35-0561 東旭川病院 東旭川北1条6丁目 36-2240 柴田医院 春光3条8丁目 51-3067 永山池田クリニック 永山3条22丁目 40-1230 神居やわらぎ泌尿器科 神居3条9丁目 63-2225

森山病院 8 条 通 6 丁 目 22-4151 豊岡産科婦人科医院 豊岡4条1丁目 31-6801
大田内科・消化器科　　　　　　
クリニック

東旭川南1条1丁目 36-8338
春光腎クリニック
（透析患者のみ）

春光4条7丁目 74-7470 旭川三愛病院 永山4条6丁目 47-6666 みうら小児科クリニック 神居3条10丁目 60-1313

沼﨑病院 8 条 通 8 丁 目 23-2090 佐藤内科医院 豊岡4条3丁目 32-3366 林医院 東旭川南1条5丁目 36-1021 旭川神経内科クリニック 春光4条9丁目 46-8511
永山内科・呼吸器内科　　　
クリニック

永山4条10丁目 46-5511 鈴木内科クリニック 神居7条12丁目 61-6663

【大成地区】 やまがた内科クリニック 豊岡4条6丁目 32-3461 旭川圭泉会病院 東旭川町下兵村 36-1559 おおき内科クリニック 春光5条5丁目 51-5445 道北勤医協ながやま医院 永山5条11丁目 46-2211 いわはら整形外科クリニック 忠和4条5丁目 69-2330

はらだ病院 1条通16丁目 23-2780 及川医院 豊岡4条8丁目 35-2661 愛生病院 東旭川町共栄 34-3838 春光台クリニック 春光台4条3丁目 59-2828 永山循環器科クリニック 永山7条4丁目 47-3838 寺澤内科・胃腸科クリニック 忠和4条6丁目 60-3855

小倉内科医院 3条通13丁目 23-4697 豊岡中央病院 豊岡7条2丁目 32-8181 【新富・東・金星町】
北海道療育園　　　　　　　　　
(入所中の方のみ対応)

春光台4条10丁目 51-6524 杉本こども・内科クリニック 永山7条5丁目 46-0003 尾崎内科小児科医院 忠和5条5丁目 61-1965

銀座通内科クリニック 3条通15丁目 24-2233 豊岡小児クリニック 豊岡8条4丁目 35-3303 しんとみ内科クリニック 新富2条1丁目 21-3600 都丸内科クリニック 永山7条10丁目 46-0038
忠和クリニック　　　　　　　　　
（通院中の方のみ対応）

忠和5条6丁目 69-2500

大西病院 4条通11丁目 26-2171 はしづめクリニック 豊岡9条7丁目 38-3210 長南クリニック 東 5 条 6 丁 目 24-4494
パワーズﾞ内科胃腸科　　　　
クリニック

永山11条4丁目 46-1919 旭川高砂台病院 高砂台1丁目 61-5700

菊池外科医院 4条通12丁目 23-4213 はやし内科胃腸科小児科医院 豊岡13条5丁目 33-2277 市立旭川病院 金星町1丁目 24-3181

大橋耳鼻咽喉科医院 4条通12丁目 23-1770


