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マスター タイトルの書
式設定

4回目接種対象者の拡大

厚生労働大臣指示により、令和4年7月22日（金）付けで、4回目接種対象者の範囲が拡大されました。
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4回目接種の対象者の考え方

⚫ 新規感染者が急速な増加傾向にあることから、重症化リスクの高い者が多数集まる医療機関・高齢者施設等

において従事者を通じた集団感染が生じ、重症者が発生することや、医療提供体制に影響が生じることが懸念

される。

⚫ このため4回目接種の感染予防効果は限定的とのエビデンスに特段変わりはないものもの、医療機関・高齢者施

設等の従事者であって、60歳未満のもの（※）に対する4回目接種を、予防接種法に基づく予防接種として位

置付けることとする。

※ 18歳以上で基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと認める者については現状、すでに4回目接種の対象

⚫ 具体的には、重症化リスクが高い多くの方々に対してサービスを提供する医療機関や高齢者施設・障害者施設等

の従事者を対象とする。



マスター タイトルの書
式設定

4回目接種対象者の拡大

対象者拡大の範囲については、以下のとおりです。
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拡大前（～7/21） 拡大後（7/22～）

60歳以上の方 60歳以上の方

18歳～59歳の基礎疾患を有する方その他重症化リス
クが高いと医師が認める方

18歳～59歳の基礎疾患を有する方その他重症化リス
クが高いと医師が認める方

【NEW】
18歳～59歳の医療従事者等（※）

【NEW】
18歳～59歳の高齢者施設等の従事者（※）

※ 具体的には、重症化リスクが高い多くの方々に対してサービスを提供する医療機関や高齢者施設・障害者

施設等の従事者が対象とされており、基本的には次ページ以降に記載の「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の

実施に関する手引き（8.2版）」（以下「手引き」といいます。）で示されている従事者等が想定されています。



マスター タイトルの書
式設定

対象者の具体的な範囲

手引き（P21,22）で示されている医療従事者等の具体的な範囲は以下のとおりです。
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医療従事者等

⚫ 病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者（※）を含む。以下同じ。）に

頻繁に接する機会のある医師その他の職員 ※ 診療科、職種は限定しない。（歯科も含まれる）

⚫ 薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師その他の職員

（登録販売者を含む。）

⚫ 新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員

⚫ 自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に

接する業務を行う者

≪留意事項≫

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（8.2版）のP22以降も、後日御確認ください。

該当リンク： https://www.mhlw.go.jp/content/000967835.pdf



マスター タイトルの書
式設定

対象者の具体的な範囲

手引き（P23～25）で示されている高齢者施設等の従事者の具体的な範囲は以下のとおりです。
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高齢者施設等の従事者

⚫ 介護保険施設

（介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院）

⚫ 居住系介護サービス
（特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護）

⚫ 老人福祉法による施設
（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム）

⚫ 高齢者住まい法による住宅

（サービス付き高齢者向け住宅）

⚫ 生活保護法による保護施設
（救護施設、更生施設、宿所提供施設）

⚫ 障害者総合支援法による障害者支援施設等
（障害者支援施設、共同生活援助事業所、重度障害者等包括支援事業所（共同生活援助を提供する場合に限る）、福祉
ホーム）

⚫ その他の社会福祉法等による施設
（社会福祉住居施設（日常生活支援住居施設を含む）、生活困窮者・ホームレス自立支援センター、生活困窮者一時宿泊施設、原子爆弾被

爆者養護ホーム、生活支援ハウス、婦人保護施設、矯正施設（※患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る）、更生保護施設）

⚫ 居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等

※ 高齢者等が入所・居住する施設等に限ります。



マスター タイトルの書
式設定

対象者の具体的な範囲

手引き（P24,25）で示されている居宅サービスや訪問系サービスの具体例は以下のとおりです。
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居宅サービス等（介護）

• 訪問介護

• 訪問入浴介護

• 訪問リハビリテーション

• 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

• 夜間対応型訪問介護

• 居宅療養管理指導

• 通所介護

• 地域密着型通所介護

• 療養通所介護

• 認知症対応型通所介護

• 通所リハビリテーション

• 短期入所生活介護

• 短期入所療養介護

• 小規模多機能型居宅介護

• 看護小規模多機能型居宅介護

• 福祉用具貸与

• 居宅介護支援

訪問系サービス等（障害福祉）

• 居宅介護

• 重度訪問介護

• 行動援護

• 同行援護

• 重度障害者等包括支援（訪問系サービス等を提

供するもの）

• 自立生活援助

• 短期入所

• 生活介護

• 自立訓練（機能訓練・生活訓練）

• 就労移行支援

• 就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

• 就労定着支援

• 計画相談支援

• 地域移行支援

• 地域定着支援（注）各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支
援総合事業（指定サービス・介護予防ケアマネ
ジメント）を含む

（注）地域生活支援事業（訪問入浴サービス、移動支
援事業、意思疎通支援事業、専門性の高い意思
疎通支援を行う者の派遣事業、地域活動支援セ
ンター、日中一時支援、盲人ホーム、生活訓練
等、相談支援事業）を含む。



マスター タイトルの書
式設定

本市の接種スケジュール

対象者拡大に伴う、本市の接種スケジュールは、下表のとおりです。
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7月 8月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

●厚生科学審議会（7/22）

接種開始（7/22～）

接種券の到達
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●接種施設向け説明動画掲載（7/28）

●省令改正（7/22）

接種券発行申請の受付開始（7/26～）

●自治体向け説明会（7/26）

新たに4回目接種の対象となった、
医療従事者等のうち、18歳～
59歳の方

※ 申請から発送までは、3週間程度かかる見込みです。
※ 多数の申請が集中した場合等には、さらに時間がかかることがあります。



マスター タイトルの書
式設定

本市の4回目接種券発送方針

本市では、拡大された対象者についても、以下のとおり4回目接種券を発送します。（現行の運用と同様）
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区分 内容

①60歳以上の方

②18歳～59歳の方

・基礎疾患を有する方その他重症
化リスクが高いと医師が認める方

【NEW】
・医療従事者等

【NEW】
・高齢者施設等の従事者

➣ WEB申請を基本とします。

※ WEB申請が困難な方については、郵送での申請も受け付けます。

➣ 医療機関単位で、とりまとめて代理申請することも可能です。

※ 広島市に住民票のある従事者に限ります。

【代理人による申請】
代理人による申請の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類等の添付が
必要です。

本市への申請により、接種券を発送します。

現在、令和4年3月31日までに3回目接種を終了した方のみ発行申請を
受け付けています。

本市への申請は、「広島市に住民票がある従事者」に限ります！！
※ 広島市の医療機関の従事者であっても住民票が広島市以外の場合は、お住いの自治体に申請してくださ

い。（一部自治体を除く）

3回目接種完了者全員に対し、3回目接種完了から
おおむね5か月が経過する時期に発送します。（申請不要です。）



マスター タイトルの書
式設定

接種券発行申請方法（個人申請）

18歳～59歳の方の本市への接種券発行申請方法は、以下のとおりです。
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② 郵送

提出書類

・接種券発行申請書【４回目接種用】

・３回目の接種記録の写し（接種済証、接種記録書、予診票の写し（本人控え）のいずれかをお持ちの方）

【代理人による申請の場合】

・被接種者の本人確認書類、代理人の本人確認書類、委任状

【被接種者の住民票住所以外へ送付する場合】

・被接種者の本人確認書類（※）

※ 本人確認書類は次のいずれかの写し
運転免許証（裏面に記載事項がある場合は両面）、マイナンバーカード（表面のみ）、健康保険証等

被接種者の区分 申請フォーム 添付書類

広島市の接種券で
３回目接種を受けた

広島市の接種券
番号が分かる

接種券送付先は住民票住所 申請フォームA なし

接種券送付先が住民票住所
と異なる

申請フォームB
以下の提出
書類参照
（接種券発行
申請書の添付
は不要）

代理人が申請する

広島市の接種券番号が分からない

３回目接種後、広島市へ転入した 申請フォームC

～ 申請方法の概要 ～ 詳細は、本市ホームページ 番号検索「２７５５３７」に掲載しています。

≪提出先≫

〒730-8799

広島中央郵便局留

（広島市中区国泰寺町一丁目6番34号）

広島市新型コロナワクチン4回目接種券発行担当

① 電子申請

申請は、市ホームページ（275537）から

広島市 接種券 発行申請 検索

又は



マスター タイトルの書
式設定

接種券発行申請方法（個人申請）

電子申請の具体的な方法は、以下のとおりです。
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以下のURLからも該当ページにアクセスできます。
（URL）
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/275537.html

ページ番号検索「275537」を入力

① 本市ホームページ 「275537」 で番号検索し、申込フォームA（18歳～59歳の方）をクリック
します。

申請フォームAの場合

（18歳～59歳の方）

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/217375.html


マスター タイトルの書
式設定

接種券発行申請方法（個人申請）

電子申請の具体的な方法は、以下のとおりです。
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② 以下の画面が表示されるため、受信可能なメールアドレスを入力し、「送信する」をクリックします。

申請フォームA

（18歳～59歳の方）



マスター タイトルの書
式設定

接種券発行申請方法（個人申請）

電子申請の具体的な方法は、以下のとおりです。
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③ 先ほど入力したメールアドレスに以下のメール
が届きますので、URLをクリックします。

④ 接種券番号及び生年月日を入力し、
「ログイン」 をクリックします。

申請フォームA

（18歳～59歳の方）

ここにURLが記載されています。



マスター タイトルの書
式設定

接種券発行申請方法（個人申請）

電子申請の具体的な方法は、以下のとおりです。
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先ほど入力した情報が
表示されます。

⑤ 以下の画面が表示されるため、同意するに☑
を入れ、「入力画面に進む」をクリックします。

⑥ 必要事項を入力します。

申請フォームA

（18歳～59歳の方）



マスター タイトルの書
式設定

接種券発行申請方法（個人申請）

電子申請の具体的な方法は、以下のとおりです。
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（続き） ⑥ 必要事項を入力し、「確認画面へ」をクリックします。

申請フォームA

（18歳～59歳の方）

← こちらを選択してください。

← こちらを選択してください。



マスター タイトルの書
式設定

接種券発行申請方法（個人申請）

電子申請の具体的な方法は、以下のとおりです。
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⑦ 入力内容を確認し、「送信する」をクリックします。

先ほど入力した情報が
表示されます。

申請フォームA

（18歳～59歳の方）

新型コロナワクチン4回目接種用接種券発行

申請フォームA

送信完了しました。

以上で、申請完了となります。

申込フォームB及び申込フォームCから申請される場合

も、表示される画面に従って、入力を行ってください。



マスター タイトルの書
式設定

接種券発行申請方法（医療機関単位での代理申請）

接種券の発行申請は個人から行っていただくことが基本ですが、医療機関・高齢者施設等については、施設単位で取りま
とめて接種券の発行申請（以下「取りまとめ申請」という。）を行うことが可能です。
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区分 内容

申請方法等

・ 3回目接種月ごとに取りまとめ、同じ月に接種券の発行対象となる従事者が

５名以上いる場合のみ取りまとめ申請が可能です。

※ 5名未満の場合は、個人で接種券発行申請を行ってください。

※ 令和4年3月末までに3回目接種を受けた方は、月ごとではなく、一括の申請書とすることが可能です。

※ 添付書類の枚数が多い場合やデータの容量が大きい場合等には、郵送による提出も

可能ですが、その場合でも、「接種券発行申請書【医療従事者等・高齢者施設等の

従事者の4回目接種用】」はメールでも提出してください。

・ 「接種券発行申請書【医療従事者等・高齢者施設等の従事者の4回目接種用】」を
作成の上、必要書類を添付し、可能な限りメールにより提出してください。



マスター タイトルの書
式設定

接種券発行申請方法（医療機関単位での代理申請）
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区分 内容

受付開始日 ・ 申請は3回目接種からおおむね4ヶ月が経過した日から可能です。

交付方法・時期

・ 交付方法：代理申請を行った施設等へ原則郵送でまとめて交付します。

・ 交付時期：申請受付（郵送の場合は、郵送とメールの両方を受理した日）

から3週間程度

留意事項

・ 本人確認書類等により当該従事者の方の住民票が広島市にあることを

確認の上、申請してください。

・ 広島市外に住民票がある方は、住民票がある市町村へお問い合わせください。

※ 多数の申請が集中した場合や、申請書に不備があった場合等には、交付ま

で更に時間がかかることがあります。

※ 3回目接種からおおむね5か月を経過するまでは、交付することはできません。



マスター タイトルの書
式設定

医療機関単位での代理申請

提出書類は以下のとおりです。
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提出書類（提出部数）

① 接種券発行申請書（1部） ③ 委任状（人数分）

④ 被接種者の本人確認
書類の写し（人数分）

② 代理人（取りまとめ担当者等）の
本人確認書類の写し（1部）

・運転免許証
（裏面に記載がある場合は両面）
・マイナンバーカード（表面のみ）
・健康保険証 など

⑤ 被接種者の3回目接種
記録の写し（お持ちの方）

・運転免許証
（裏面に記載がある場合は両面）
・マイナンバーカード（表面のみ）
・健康保険証 など



マスター タイトルの書
式設定

医療機関単位での代理申請

具体的な申請方法は、以下のとおりです。
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ホームページ件名

「医療従事者及び高齢者施設等の従事者等のうち18歳
～59歳の方の接種券の取りまとめ申請について」

以下のURLからも該当ページにアクセスできます。
http://hwap810cms.intra2.city.hiroshima.jp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=291291

ページ番号検索「291291」を入力

① 本市ホームページから接種券発行申請書及び委任状をダウンロードします。



マスター タイトルの書
式設定

医療機関単位での代理申請

具体的な申請方法は、以下のとおりです。
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② 接種券発行申請書に必要事項を記入します。

拡大

4 8 1

広島市役所診療所

広島 太郎

730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

082-504-2834

委任状に記載の、代理人住所・

氏名と一致させてください。



マスター タイトルの書
式設定

医療機関単位での代理申請

具体的な申請方法は、以下のとおりです。
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（続き）② 接種券発行申請書に必要事項を記入します。

拡大

広島 一郎

広島 二郎

広島 三郎

広島 四郎

広島 五郎

ﾋﾛｼﾏ ｲﾁﾛｳ

ﾋﾛｼﾏ ｼﾞﾛｳ

ﾋﾛｼﾏ ｻﾌﾞﾛｳ

ﾋﾛｼﾏ ｼﾛｳ

ﾋﾛｼﾏ ｺﾞﾛｳ

昭和55年1月1日

昭和56年1月1日

昭和57年1月1日

昭和58年1月1日

昭和59年1月1日

○○区○○町○丁目○番○号

○○区○○町○丁目○番○号

○○区○○町○丁目○番○号

○○区○○町○丁目○番○号

○○区○○町○丁目○番○号

18～59歳の医療従事者等である

18～59歳の医療従事者等である

18～59歳の医療従事者等である

18～59歳の医療従事者等である

18～59歳の医療従事者等である

⑰ 医療従事者等

⑰ 医療従事者等

⑰ 医療従事者等

⑰ 医療従事者等

⑰ 医療従事者等

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000



マスター タイトルの書
式設定

医療機関単位での代理申請

具体的な申請方法は、以下のとおりです。

22

（続き）② 接種券発行申請書に必要事項を記入します。
拡大

令和4年2月1日

令和4年2月2日

令和4年2月3日

令和4年2月4日

令和4年2月5日

ファイザー（12歳以
上用）

ファイザー（12歳以
上用）

ファイザー（12歳以
上用）

ファイザー（12歳以
上用）

ファイザー（12歳以
上用）

市町村の会場や医療機関、職域
会場での接種

市町村の会場や医療機関、職域
会場での接種

市町村の会場や医療機関、職域
会場での接種

市町村の会場や医療機関、職域
会場での接種

市町村の会場や医療機関、職域
会場での接種

広島市

広島市

広島市

広島市

広島市

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○



マスター タイトルの書
式設定

医療機関単位での代理申請

具体的な申請方法は、以下のとおりです。

23

被接種者自署欄

代理申請者記入欄

委任状に記載の、住所・氏名が
確認できるものを提出してください。

委任状に記載の、住所・氏名が
確認できるものを提出してください。

③ 被接種者から委任状を提出してもらいま
す。（人数分）

④ 被接種者から本人確認書類の写しを提出しても
らいます。（人数分）

⑤ 代理申請者（取りまとめ担当者等）の本人
確認書類の写しを添付します。

⑥ 被接種者から3回目接種記録の写しを提出して
もらいます。（人数分）※ お持ちの方のみで可



マスター タイトルの書
式設定

医療機関単位での代理申請

留意事項については、以下のとおりです。

24

記載内容

以下の氏名、住所を一致させてください。

➣ 接種券発行申請書の担当者（代理人）の氏名・住所、委任状の（代理人）氏名、住所

及び代理人の本人確認書類の氏名・住所



マスター タイトルの書
式設定

医療機関単位での代理申請

以下の提出書類が揃っていることを確認してください。

25

【再掲】提出書類一式（提出部数）

① 接種券発行申請書（1部） ③ 委任状（人数分）

④ 被接種者の本人確認
書類の写し（人数分）

・運転免許証
（裏面に記載がある場合は両面）
・マイナンバーカード（表面のみ）
・健康保険証 など

⑤ 被接種者の3回目接種
記録の写し（お持ちの方）

・運転免許証
（裏面に記載がある場合は両面）
・マイナンバーカード（表面のみ）
・健康保険証 など

② 代理人（取りまとめ担当者等）の
本人確認書類の写し（1部）



マスター タイトルの書
式設定

医療機関単位での代理申請

提出方法は以下のとおりです。（可能な限りメールにより提出してください）

26

【参考：郵送による提出の場合】

⑦ 以下のとおり、電子メールにより提出してください。

【提出先アドレス】

k-shinsei@hiroshima-vaccine.com

≪本文記載項目≫

・医療機関の名称

・連絡先

・取りまとめた3回目接種完了月

・ （郵送を行っている場合）紙による提出書類の発送日

メールの件名を「4回目接種券取りまとめ申請」とし、

本文に右の項目を記載してください。

〒730-8799

広島中央郵便局留（広島市中区国泰寺町一丁目6番34号）

広島市新型コロナワクチン4回目接種券発行担当 行

※ 封筒に赤字で「新型コロナワクチン4回目接種券発行
申請書（在中）」と記載してください。

「新型コロナワクチン4回目接種券発行申請書（在中）」

〒730-8799

広島中央郵便局留（広島市中区国泰寺町一丁目6番34号）

広島市新型コロナワクチン4回目接種券発行担当 行

切手

≪封筒記載例≫

※ 必要書類を添付していることを御確認ください。

※ 郵送の場合でも申請書は紙とメールの両方提出してください。



マスター タイトルの書
式設定

接種券なしで4回目接種を行う場合

勤務先の医療機関で4回目接種を受ける医療従事者等について、やむを得ず、接種券なしで接種を行う場合は、以下のフローを参考に行ってください。

27

URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html#h2_free1

（接種券の発行について）

～接種当日の医療機関等の事務～
※事務手続きの詳細は、令和3年11月26日付け「例外的な取扱として接種券が届いていない

追加接種対象者に対して新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用について」及び
令和4年1月27日付け「追加接種の速やかな実施のための接種券の早期発行等について」を
ご確認ください。

① 接種券の申請・持参を依頼

（※他自治体に住民票がある方は、お住まいの自治体
に接種券の発行方法を確認してください。）

② 予診・接種の実施

・接種済証等により接種間隔（3回目接種完了から

5か月経過）を確認の上、白紙の予診票を用いて、

通常どおり予診・接種を実施

・接種後、予診票及び接種記録書にロット番号シール

を貼付

③ 接種記録書等の交付・
予診票の保管

・接種記録書を被接種者に交付（予診票

の写しの交付は任意）

・被接種者が、住民票所在地の自治体から

発行された接種券を持参するまで、予診票

を適切に保管

予診票

記録書 予診票
記録書

被接種者に手交 医療機関で保管

予診票
(写し)

※残りのロット番号シールも

医療機関で保管

【白紙の予診票掲載箇所（厚生労働省HP）】

任意

【注意】4回目接種の開始に伴い、予診票が変更となっています。

【接種記録書掲載箇所（本市HP）】

URL:
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/248621.html

自治体へ接種券申請が必要な方

18歳～59歳の
・医療従事者等
・高齢者施設等従事者
・基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高い方

自治体へ接種券申請が不要な方（自治体から順次送付）

・60歳以上の方



マスター タイトルの書
式設定

接種券なしで4回目接種を行う場合

28

～後日、接種券が提出された際の医療機関等の事務～

① 接種券を貼付

・被接種者が住民票所在地の自治体から発行
された接種券を持参したら、接種券部分を切り
取り、保管していた予診票に貼付

② VRSに登録

・貼付した接種券を読み込み、

VRSに登録

③ 費用請求

・VRSに登録後、国保連に請求

貼
付
時
の
留
意
事
項

接種券部分のはがれや紛失等によって、国保連
から医療機関等に予診票が返戻された場合は、
被接種者に対して、住民票所在地の自治体に、
接種券の再発行申請をするよう伝達



マスター タイトルの書
式設定

４回目接種予約受付事務フロー
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４回目接種予約に関する標準的な事務フローを作成しましたので、必要に応じてご活用ください。

本市ホームページ 医療機関等専用ページ 番号検索「248621」に掲載していますので、適宜ご活用ください。

URL:https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/248621.html



マスター タイトルの書
式設定

４回目接種予約受付事務フロー
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裏面には医療従事者等の具体的な範囲を記載しています。



マスター タイトルの書
式設定

モデルナ社ワクチンを使用した接種

医療従事者及び高齢者施設の従事者への4回目接種は、原則モデルナ社ワクチンを使用してください。

31

モデルナ社ワクチンを使用した接種

⚫ この度の4回目接種対象者拡大に伴う、国からのファイザー社ワクチンの追加配送は予定されていません。

⚫ このため、本市では、医療従事者等及び高齢者施設等の従事者への4回目接種は、原則モデルナ社ワクチン

を使用することとしています。

※ なお、現在お示ししているファイザー社ワクチンの分配上限枠内で、接種を行っていただくことは差し支えありません。

【武田/モデルナ社ワクチン 3,4回目接種の手引き】

⚫ 本市では、モデルナ社ワクチンの取扱い方法等を記載した「武田/モデルナ社
ワクチン 3,4回目接種の手引き」を作成していますので、必要に応じてご活用
ください。

≪掲載箇所≫

本市ホームページ 医療機関等専用ページ 番号検索「248621」

URL:https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/248621.html



マスター タイトルの書
式設定

V-SYSへの登録
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新規にモデルナ社ワクチンを使用する医療機関におかれましては、以下の手続きが必要になります。

【参考：取扱ワクチンの追加・変更イメージ】（令和3年11月17日自治体向け説明会より）

≪① 医療機関情報の登録≫



マスター タイトルの書
式設定

V-SYSへの登録
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新規にモデルナ社ワクチンを使用する医療機関におかれましては、以下の手続きが必要になります。

【参考：取扱ワクチンの追加・変更イメージ】（令和3年11月17日自治体向け説明会より）

≪② 医師情報の登録≫



マスター タイトルの書
式設定

「広島市からのお願い」の修正

現在、18歳～59歳の方の接種券に同封している「広島市からのお願い」を、以下のとおり修正しています。
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修正前 修正後（修正箇所：黄色マーカ部分）

基礎疾患等の内容を予診医にお伝えするために使用する本お知らせは、接種券発行申請理由を問わず、申請があったすべての18歳～59歳

の方の接種券に同封しています。医療従事者等に該当することにより接種を希望される方の使用は想定しておりませんので、参考送付となります。



マスター タイトルの書
式設定

「基礎疾患等一覧表」の修正

「基礎疾患等一覧表」を、以下のとおり修正しています。
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修正前 修正後（修正箇所：黄色マーカ部分）

本市ホームページ 医療機関等専用ページ 番号検索「248621」に掲載していますので、適宜ご活用ください。

URL:https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/248621.html



マスター タイトルの書
式設定

その他

36

⚫ 7/22（金）以降、高齢者施設等の従事者も4回目接種対象者となりました。

⚫ このため、高齢者施設等の従事者への4回目接種に御協力をお願いします。（接種券を活用した接種が原則となります。）

高齢者施設等の従事者への4回目接種

インフルエンザワクチンとの同時接種

⚫ 7/22（金）以降、インフルエンザワクチンについては、新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔の規定が廃止され、

同時接種が可能となりました。

⚫ なお、引き続き、新型コロナワクチン接種の前後に、インフルエンザ以外の他の予防接種を行う場合は、原則として

13日以上の間隔をおくこととされており、同時に同一の接種対象者に対して接種を行うことはできません。

関係団体への周知

⚫ 4回目接種対象者の拡大について、広島県看護協会、各地区薬剤師会、各地区歯科医師会に、会員への周

知依頼を行うとともに、市内の訪問看護ステーションや歯科診療所等へ周知を行う予定としています。

⚫ こうした関係団体の従事者から接種希望があった場合は、4回目接種のご協力をよろしくお願いします。



御視聴ありがとうございました。

本日の説明で生じた質問等につきましては、本市まで電子メールにてお問合せください。
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