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高齢者肺炎球菌感染症
予防接種のお知らせ
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65歳以上の方で、この予防接種を初めて受ける方に接種費用の一部を助成します。

● 定期接種

　肺炎球菌は主に気道の分泌物に含まれる
細菌で、唾液などを通じて飛沫感染し、気管
支炎や肺炎、敗血症などの重い合併症を引
き起こすことがあります。

　過去に肺炎球菌感染症予防接種（ニューモバックスＮＰシリンジ：２３価肺炎球菌ワクチン）を一度も接
種したことがない方（自費による接種を含む）で、接種日当日に八王子市に住民登録があり、次のいずれか
に該当し接種を希望する方。
　（1）�令和４年度（2022年度）中に、６５歳・７０歳・７５歳・８０歳・８５歳・９０歳・９５歳・１００歳になる方
　（2）�接種日当日に６０歳～６４歳であり、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度

に制限される程度の障害がある方、あるいはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活が
ほとんど不可能な程度の障害を持つ方（身体障害者障害程度等級表１級）

　※�（2）に該当する方は、『予防接種助成券』を送付しておりませんので、健康政策課に電話等でお申込みく
ださい。

なお、次のいずれかに該当する方は、無料で接種することができます。⑴・⑵の証明書は無料で交付されます。
　（1）生活保護受給者で、生活保護受給証明書（市役所生活福祉地区第一・二課で交付）を提出した方
　（2）�中国残留邦人等支援給付受給者で、中国残留邦人等支援給付受給証明書（市役所福祉政策課で交付）を

提出した方

　成人用の肺炎球菌ワクチンは、23種類の型の肺炎
球菌に対応するように作られています。
　この23種類の肺炎球菌は、重症化した肺炎球菌感
染症の原因の64％を占めているとされています。

■ 肺炎球菌とは…

 対象者

 接種費用

■ ワクチンの効果

この予防接種を希望する方は、必要性を理解し、体調が良い時に受けましょう。

助成を受けるためには、この『予防接種助成券』
が必要です。

定期接種の対象の方は、４月に送付しています。

特別接種の対象の方は、申込みが必要です。
（4ページをご覧ください）

使用できる医療機関は、裏面（2・３ページ）に掲載
の医療機関に限られます。

自己負担額・・・・1,500円



3 2

令和４年度（2022年度）
　高齢者肺炎球菌感染症予防接種実施医療機関一覧　 八王子市
町名（五十音順） 医療機関名称 電話番号

暁町

小島内科医院 625-5936

右田病院 622-5155

敏久内科クリニック 624-3535

旭町
青木内科医院 642-0045

おなかクリニック 644-1127

東町
八王子共立診療所 639-7621

八王子東町クリニック 646-6996

石川町 太田医院 642-6938

犬目町 滝山病院 654-6131

打越町

中村クリニック 648-8848

林産婦人科 636-8719

北野台病院 637-1001

澤渡循環器クリニック 632-0255

岩本脳神経クリニック 632-5585

数井クリニック 635-1888

宇津木町 岡田内科ペインクリニック 696-6441

裏高尾町 清明会本部診療所 661-1514

大塚 ささき医院 676-6655

大船町 みなみ野グリーンゲイブルズクリニック 663-1101

大和田町

北原国際病院 645-1110

大山整形外科診療所 645-5553

伊藤内科消化器医院 642-6734

まつはし内科・循環器クリニック 648-5711

小松整形外科 642-4017

𠮷田医院 642-1547

小門町 安藤外科内科クリニック 622-4561

鹿島 齋藤医院 676-1963

片倉町

義澤皮膚科内科クリニック 697-9923

岩田医院 635-1482

杉山医院 635-0707

宮武医院 636-8317

叶谷町 はちせい健友クリニック 622-3662

上壱分方町 東京天使病院 651-5332

上川町
同友会八王子診療所 654-7872

西八王子病院 654-4551

上柚木
エヴァーグリーンこどもクリニック 682-5830

弐番街メディカルクリニック 670-7288

川口町

八王子北部病院 659-8811

青陽園診療所 654-5332

よしおか内科クリニック 659-7878

北野台
北野台内科クリニック 683-3236

いちょうの森内科内視鏡クリニック 635-1150

北野町

北野小児科 645-8715

宮澤内科クリニック 656-2855

北野内科クリニック 643-1555

絹ヶ丘 絹ヶ丘整形外科・内科診療所 637-0077

椚田町

田中医院 665-0221

くぬぎだクリニック 669-3561

永生病院 661-4108

永生クリニック 661-7780

井脇医院 663-2049

久保山町 田島医院 691-7550

町名（五十音順） 医療機関名称 電話番号
久保山町 宇津木台クリニック 691-4880

小比企町
てんじん内科外科クリニック 632-8751

聖パウロ病院 635-5111

小宮町 小宮メディカルクリニック 639-0666

子安町

いずみクリニック 649-4032

秋山内科医院 643-0212

鈴木診療所 642-3923

大島医院 642-1932

清智会記念病院 624-5111

北原ライフサポートクリニック 655-6665

おおしま内科医院 620-7755

沼沢医院 622-2369

左入町
山下内科クリニック 691-1737

好仁堂　進藤医院 691-8616

散田町

松本消化器科内科クリニック 667-1123

辻野クリニック 666-7064

南多摩病院 663-0111

いしづか内科クリニック 668-0841

かなや内科クリニック 673-2731

石井循環器内科クリニック 668-1577

下恩方町
あおき形成外科眼科クリニック 659-0343

かわさきクリニック 650-6655

下柚木
岡島医院 676-8026

野猿峠脳神経外科病院 674-1515

諏訪町 中村内科医院 686-2045

千人町

山高クリニック 669-8288

酒井内科医院 661-2539

中野間クリニック泌尿器科 669-7733

西八王子松村クリニック 667-2121

大熊内科クリニック 667-3488

松本クリニック 673-4366

吉井内科消化器科医院 666-7661

倉田医院 661-7915

クリニックグリーングラス 673-5558

しんや内科 673-3033

田中皮フ科クリニック 661-4800

台町

富士森内科クリニック 621-0300

原内科医院 625-7133

かけい医院 622-4093

島田療育センターはちおうじ 634-8511

長浜内科医院 667-8651

おおくま整形外科クリニック 629-1440

大楽寺町

加地医院 651-5341

福田医院 626-4664

髙山外科眼科医院 625-0148

高尾町
白鳥内科医院 662-3220

東京高尾病院 661-6652

高月町 高月整形外科病院 692-1115

館町
館ヶ丘クリニック 662-9999

八王子恵愛病院 661-7821

寺田町 クリニック０（ゼロ） 666-1556

戸吹町 相武病院 691-7788

町名（五十音順） 医療機関名称 電話番号
長沼町 山西クリニック 631-3959

中野上町
原田クリニック 622-9297

あさみ内科クリニック 625-6661

中野山王

たじま整形外科クリニック 626-4000

八王子山王病院 626-1144

中野団地診療所 623-5488

中野町 多摩病院 623-5308

長房町

渡辺医院分院 673-2110

渡辺医院 663-3263

ながふさ共立診療所 664-1005

近藤内科医院 661-6035

七国
加藤醫院 632-7950

小林内科クリニック 686-0067

楢原町
勝田医院 625-2727

根岸耳鼻咽喉科気管食道科医院 625-3394

西片倉

みなみ野レディースクリニック 632-8044

みなみ野外科・整形外科 632-5855

富士森内科みなみのクリニック 635-6711

西寺方町

恩方病院 651-3411

陵北病院 651-3231

西てらかた医院 650-5055

おがたクリニック 651-3714

八幡町
八王子中央診療所 626-5591

小泉産婦人科医院 626-7070

初沢町 森原診療所 661-8190

東浅川町

金井内科医院 663-1677

澤田内科クリニック 669-5606

菊地外科医院 661-7161

はざま中山クリニック 668-3500

東中野 東中野診療所 674-1660

兵衛 みなみ野循環器病院 637-8101

日吉町 坂本クリニック 622-2601

平岡町
福圓外科医院 622-4061

赤上消化器内科医院 622-0403

別所

服部クリニック 675-0032

別所メディカルクリニック 682-5437

長池脳神経内科 678-7360

内科・循環器内科 クリニック髙田 670-2039

堀之内

おおぬき内科クリニック 678-2771

ひめのクリニック 675-9995

小磯クリニック 674-8088

おがわクリニック 670-3391

本町

椎名内科 628-4170

はぎの医院 622-2206

みぎたクリニック 621-5655

松が谷 水谷医院 676-0038

松木
熊沢内科クリニック 670-3331

亀谷診療所 689-5959

みつい台
鳥羽クリニック 691-1044

吉岡医院 691-3419

南浅川町 高尾厚生病院 661-0316

南大沢
ほったクリニック 050-6875-0808

南大沢メディカルプラザ２ 整形外科 670-2467

町名（五十音順） 医療機関名称 電話番号

南大沢

南大沢メディカルプラザ 670-2460

東郷クリニック 670-7727

南大沢ホロス由木 678-2111

吉岡内科クリニック 676-1211

聖隷クリニック南大沢 679-3050

南大沢クリニック 674-7766

南新町 真宮病院 625-0648

南町 市川内科クリニック 620-2272

みなみ野

古谷医院 632-6866

遠山内科・循環器クリニック 632-8033

みなみ野シティクリニック 632-5500

宮下町
高月病院 691-1131

三愛クリニック 691-4111

美山町
平川病院 651-3131

八王子北クリニック 659-2217

明神町

田中内科医院 645-6144

エヌ・エスクリニック 648-5455

京王八王子山川クリニック 660-7887

山田ウイメンズクリニック 648-0870

伊藤内科クリニック 644-2770

やまざき内科糖尿病クリニック 644-1010

東京天使病院付属駅前クリニック 656-0075

京王八王子駅前診療所 645-8228

京王八王子クリニック 645-7878

仁和会総合病院 644-3711

めじろ台

中村医院 661-5191

めじろ台西澤クリニック 667-8001

めじろ台内科医院 663-0688

元八王子町
クリニック田島 666-6080

城山病院 665-2611

元本郷町 わかばやし内科クリニック 622-0550

鑓水
御殿山クリニック 677-1500

中濵クリニック 676-1234

八日町 福原内科クリニック 623-3238

横川町

日下クリニック 626-0550

横川内科クリニック 625-7711

ふれあいつつじヶ丘診療所 626-0311

やまゆりクリニック 686-1311

横山町

大井内科クリニック 649-3195

知野整形外科医院 643-0073

辻医院 643-0205

八王子友愛眼科 622-8188

四谷町 四谷医院 620-5577

万町

大生医院 622-4769

岡部クリニック 622-3439

八王子脊椎外科クリニック 655-5566

菅原脳神経外科クリニック 622-3000

八王子循環器クリニック 620-3580

八王子消化器病院 626-5111
※実施医療機関は年度内に変更がある場合があります。

最新の情報はホームページをご覧ください。　　　

※実施医療機関に直接予約をしてください。



4

●問合せ・連絡先 八王子市保健所 健康政策課　☎645-5102　FAX644-9100
〒192-0083　八王子市旭町13番18号　※令和４年度(2022年度)中に移転予定です。

　過去に肺炎球菌感染症予防接種（ニューモバックスＮＰシリンジ：２３価肺炎球菌ワクチン）を一度も接
種したことがない方（自費による接種を含む）で、接種日当日に八王子市に住民登録があり、以下に該当し
接種を希望する方。
　�令和４年度（2022年度）中に６６歳～６９歳・７１歳～７４歳・７６歳～７９歳・８１歳～８４歳・８６歳
～８９歳・９１歳～９４歳・９６歳～９９歳・１０１歳以上になる方

 対象者

◆ 特別接種（本市独自の助成制度）

電話、はがき、封書のいずれか、もしくは保健所予
防接種担当の窓口でお申込みください。
お申込みをされた方へ、後日『予防接種助成券』を
送付します。

【申込期限】令和５年（2023年）３月１０日（金）

【接種期限】令和５年（2023年）３月３１日（金）

 予防接種助成券の申込み方法

（1）�「接種することができない方」、「医師と相談が必要な方」については、『予防接種助成券』に同封のお知ら
せをお読み下さい。

（2）�新型コロナウイルスワクチン接種後、中13日以上が経過していない場合は、接種をすることができませ
ん（接種当日の２週間後の同じ曜日から接種可能。同日の接種は不可）。

■ 注意事項

　万一、この予防接種を受け、重篤な健康被害が発生し認定された場合には、定期接種に該当するものは予
防接種法、特別接種に該当するものは独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定に基づき、健康被害
に対する給付が行われます。

■ 健康被害の救済制度

入院などの特別な事情により、裏面（２・３ページ）にある実施医療機関以外で接種を希望する場合には接
種費用の助成制度があります。パソコン及びスマートフォンでも申請を受け付けています。
市ホームページトップ>オンラインサービス>電子申請・届出>　▶電子申請・届出（イン
ターネットからの申請・届出）サービス＞保健衛生・医療に関する手続�【スマホ・パソコン】�
八王子市外での予防接種申請（高齢者肺炎球菌感染症予防接種）（外部リンク）

■ 市外での接種をご希望の方

 接種費用

なお、次のいずれかに該当する方は、無料で接種することができます。⑴・⑵の証明書は無料で交付されます。
　⑴�生活保護受給者で、生活保護受給証明書（市役所生活福祉地区第一・二課で交付）を提出した方
　⑵��中国残留邦人等支援給付受給者で、中国残留邦人等支援給付受給証明書（市役所福祉政策課で交付）を

提出した方

自己負担額・・・・4,000円

※保健所は令和４年度中に移転予定のため、
送付する際は住所を確認の上、お申込みください。

うら

①  肺炎球菌
　 予防接種希望
② 氏名（フリガナ） 
③ 生年月日
④ 住所
⑤ 電話番号

おもて

官製はがき

行




