
 

 

 記者発表資料（１）                      福 島 市  
 

令和２年９月２４日 

 

高齢者インフルエンザ予防接種を前倒し実施します 
～新型コロナウイルス感染症との同時流行に備えて～ 

 
  例年１１月から実施している高齢者インフルエンザ予防接種について、今年度は新型コ

ロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備えて、実施開始日を１カ月前倒しし、

１０月１日から実施します。 

  重症化予防のため、高齢者の方は１０月からの早い時期に積極的に受けていただくこと

をお勧めします。また、高齢者の方が接種できるよう、高齢者以外の方は１０月２６日ま

で接種をお待ちくださることにご協力をお願いいたします。 

  高齢者以外にも、医療従事者、６５歳未満の基礎疾患を有する方、妊婦、生後６か月か

ら小学校2年生の方々で、インフルエンザワクチンの接種を希望される方につきましては、

１０月２６日以降、お早めに受けて頂くことを併せてお勧めします。 

 

記 

 

１ 期  間 ： 令和２年１０月１日（木）～ １２月２８日（月） 

 

２ 対 象 者 ： 福島市に住民票があり、接種を希望する①または②の方 

①接種当日６５歳以上の方 

②接種当日６０～６４歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能、またはヒト

免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいを持ち、自己身辺の日

常生活活動がほとんど不可能な方で、身体障害者手帳１級を持って

いる方 

 

３ 料  金 ： 自己負担額 １，４００円（生活保護受給者で対象者の方は無料） 

 

４ 場  所 ： 市内の登録医療機関（別添資料のとおり） 

 

５ 接種回数 ： １回 

 

６ 持 参 物 ： 保険証などの本人確認ができるもの 

         ②に該当する方は身体障害者手帳 

※生活保護受給者は生活保護受給者証明書または保護決定通知書 

  

 

 

 

 

 

担当：健康推進課 感染症対策係 

   課長 杉浦、係長 星  

   電話024-572-3152（直通） 



 

 

令和２年度 福島市高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ 

福島市では、次の方を対象にインフルエンザの定期予防接種を実施します。今年度は    

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備えて、１０月から実施します。  

重症化予防のため、希望される方は早い時期に受けることをお勧めします。 

対象に 

なる方 

福島市に住民登録があり、接種を希望する①または②の方 

① 接種当日 65歳以上の方 

② 接種当日 60～6４歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能、又はヒト免疫不

全ウイルスにより免疫の機能に障がいをもち、自己身辺の日常生活活動

がほとんど不可能な方で、身体障害者手帳１級を持っている方 

※福島市外に住民登録のある方は、住民登録先の市町村にお問合せください。 

期間 令和２年１０月１日（木） ～ 令和２年１２月２８日（月） 

料金 自己負担 1,400円（生活保護受給者で対象者の方は無料） 

回数 １回 

場所 

福島市内の登録医療機関（裏面参照） 

※県内の「福島県広域予防接種実施医療機関」でも受けられます。 

詳しくは医療機関へお問合せ、又はインターネットで「福島県広域予防接種」

と検索してください。 

持って 

いく物 

 「保険証」等の本人確認ができるもの 

 お持ちの方は「健康手帳」など接種記録ができるもの 

 対象者②の方は、「身体障害者手帳」 

 生活保護の方は、「生活保護受給者証明書」または「保護決定通知書」 

 
インフルエンザとワクチンについて 

・ インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こります。流行は通

常初冬から春先にみられます。症状は突然の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など、普通のか

ぜに比べて全身の症状が強いことが特徴です。また、重症化や、肺炎・脳炎などの合併症

を起こすことがあります。 

・ 予防接種の効果は、個人差はありますが、抵抗力がつくまでに２週間

程度かかり、その効果は約５か月間です。 

 

 

 

～ 予防接種の受け方 ～ 

１ 事前に予約をしましょう。予診票は医療機関にあります。 

・ 左記対象の方で、本人に受ける意志がある場合にのみ受けることができる予防接種です。 

・ 裏面の医療機関に予約をしてください。 

・ 予診票は、黒ボールペン（消えるペンは使用不可）で、太枠内を全て記入して下さい。 

（医師が接種の判断をする上で大切な情報です。健康被害の防止にもなります。） 

２ 接種当日に気をつけること 

・ 体調のよいときに受けましょう。免疫がつきやすくなります。 

・ 副反応等について理解し、納得してから受けましょう。気にかかることや分からないことがあれ

ば、受ける前に接種医に聞きましょう。 

３ 接種後に気をつけること 

（１）予防接種後に起こるかもしれない身体の変化 ～副反応について～ 

予防接種の後、まれにショックやじんましんなどの「副反応」が起こることがあります。 

接種後 30 分は医療機関内で様子をみてください。次のような症状が現れたり、体調の変化が

あった場合は接種医の診察を受けてください。 

接種後 1週間、特に 24時間は体調にお気をつけ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）その他、接種後の注意 

・ 注射したところは清潔に保ちましょう。 

・ 入浴は差し支えありませんが、注射したところを強くこすることはやめましょう。 

・ 当日は激しい運動は避けましょう。 

４ もしものために知っていただきたいこと ～健康被害救済制度について～ 

・ 万が一、定期予防接種で副反応が現れ、医療機関での治療が必要になったり生活が不自由になっ

たとき（健康被害）は、法律に定められた救済制度（健康被害救済制度）があります。 

・ 制度を利用するには、申込が必要です。診察した医師および福島市保健所健康推進課にご相談く

ださい。（制度を利用するためには一定の条件があります） 

・ 詳細は医療機関にお問合せください。また、厚生労働省ホームページ「予防接種 救済制度」で

検索もできます。 

【お問合せ】 

福島市保健所 健康推進課 感染症対策係 電話 ５７２－３１５２ 

ＦＡＸ ５７２－３１４５ 

 

① 重大な副反応  ⇒ 極めてまれです。すぐに接種医に連絡しましょう！ 
 アナフィラキシー様症状（じんましん・呼吸困難・血管浮腫等） 
 ギランバレー症候群（手のひらや足裏のしびれ感、手足の力が入りにくくな
るなど） 

 急性散在性脳脊髄炎（発熱、頭痛、けいれん、体が動きにくくなる、意識が
もうろうとなるなど） 

 けいれん、肝機能障害、黄疸、喘息発作、など 

② その他の副反応  ⇒ よくみられ２～３日で治ります 

 過敏症…まれに接種直後から数日中に、発疹、じんましん、紅斑、かゆみなど 
 全身の症状…発熱・悪寒・頭痛・全身のだるさなど 
 注射した所の症状…発赤・はれ・痛みなど 

今年は１０月から始めます！！ 



令和２年度　福島市高齢者インフルエンザ予防接種　登録医療機関一覧 ※ 登録医療機関は変更になる場合があります。必ず予約をしてから受けましょう。

所在地 医　療　機　関　名 電話番号 所在地 医　療　機　関　名 電話番号 所在地 医　療　機　関　名 電話番号 所在地 医　療　機　関　名 電話番号
荒町 おぎはら泌尿器と腎のクリニック 515-3717 福島西部病院 533-2121 あづま脳神経外科病院 546-3911 イノモト医院耳鼻咽喉科 553-3185

清明町 清明クリニック 521-0855 都小児科医院 535-2660 大森中央泌尿器科・内科・外科クリニック 546-3725 奥野胃腸科内科医院 553-2658

福島セントラルクリニック 522-7701 かわかみ整形外科クリニック 563-3555 おおもり内科・循環器科クリニック 544-0577 宍戸医院 553-5010

ＡＲＣクリニック　よしだ整形外科 522-0321 しぎはらクリニック 555-3331 おひさま子供クリニック 544-1581 せのうえ健康クリニック 554-5757

大槻スリープクリニック 526-0084 てらだクリニック 559-3101 済生会福島総合病院 544-5171 沖高 福島県労働保健センター附属貴船診療所 554-1125

アイケアクリニック福島院 526-0006 やまもり内科 529-5565 しのぶ病院 546-3311 北矢野目 野田循環器・消化器内科外科クリニック 559-1133

あずま通りクリニック 523-4440 大武胃腸科外科医院 535-8585 西部クリニック 546-9551 あすなろ南矢野目クリニック 555-5766

石橋脳神経外科クリニック 523-0360 須川診療所 531-6311 おおひら内科クリニック 534-6336 阿部循環器科・内科クリニック 573-9939

クリニック21 521-5581 のだまち胃と腸のクリニック 563-7872 福島腎泌尿器クリニック 557-1815 いちかわクリニック 554-0303

栄町クリニック 521-3495 三河台内科 534-7832 森合くにい内科 555-1881 いわた整形外科 555-1151

西口ハートクリニック 573-8651 横田泌尿器科 533-9388 やご内科リウマチクリニック 558-8585 みみ・はな・のど　まついクリニック 597-7543

本町 本町こころとからだクリニック 521-2262 鈴木医院 545-0216 荒井胃腸科内科 558-2577 まつもと脳神経・内科クリニック 557-1233

大原綜合病院 526-0300 みやざき内科循環器科クリニック 544-2622 いずみさとう内科 563-7573 南やのめ皮膚科クリニック 572-5100

石井クリニック 522-4987 さとうクリニック内科・消化器科 545-6111 武田中央医院 559-1664 池田医院 542-4084

みずの内科クリニック 526-4855 福島南循環器科病院 546-1221 きたむら整形外科クリニック 557-8811 小野医院 542-2502

文化通りやぎうちクリニック 522-7733 福島中央病院 546-4911 御山内科クリニック 533-2101 村島医院 542-2131

福島寿光会病院 521-1370 ながおさ整形外科 544-1852 手塚クリニック 535-0550 いがらし内科・消化器内科クリニック 597-8690
泌尿器科・皮膚科・内科・北町丹治医院 522-5911 仁井田 六角クリニック 545-6100 ライフ・ナビ　脳と痛みと美容のクリニック 533-7771 福島県農協会館診療所 554-3488

豊田町 さとう内科医院 523-4511 板倉病院 545-3741 上松川診療所 558-1111 本田内科医院 542-0666

万世町 小関小児科医院 522-2908 わたなべクリニック 593-3172 福島第一病院 557-5111 飯坂町 湯野 さいとう医院 542-3030

佐藤医院 522-2489 上名倉 さくら内科循環器科医院 593-0611 わたなべ内科 555-1171 飯坂町中野 三河台内科中野出張診療所 534-7832

成田内科医院 533-7787 あらいクリニック 593-1020 清水病院 557-0215 茂庭 茂庭診療所 596-1019

佐久間内科 521-1800 南東北福島病院 593-5100 こじま小児科医院 558-2231 町庭坂 福島西部庭坂クリニック 591-4123

森合町 さとう胃腸科クリニック 536-0133 永井川 南福島クリニック 546-4016 池田胃腸科外科医院 559-1717 上野寺 上野寺内科・呼吸器内科クリニック 592-2111

御山町 すやま小児科 534-3018 井上整形外科医院 545-0770 いのまた整形外科 555-1854 iひふ・大腸いがり弘之由美子クリニック 558-2323

宮下町 なかむら外科内科クリニック 535-7518 大川レディースクリニック 545-8883 西條耳鼻咽喉科医院 558-1344 笹木野みやけ内科外科 559-1511

くさの耳鼻咽喉科クリニック 531-9333 さとう胃腸科内科 545-8668 すえなが内科小児科医院 558-1211 本間内科 536-0063

しいの木おうちクリニック 573-0010 とやのクリニック 544-1122 ふれあいクリニックさくらみず 559-2664 立子山 村上病院 597-2124

たに内科・糖尿病内科クリニック 572-5736 きくち医院 546-2222 高野医院内科消化器内科 573-9863 斎藤医院 562-2026

浜田町 児玉胃腸科内科 533-6622 藤原消化器科内科医院 545-3300 大笹生 生愛会中央医療クリニック 555-5963 生協いいの診療所 562-4120
北五老内町 安斎外科胃腸科医院 535-3353 黒岩内科医院 545-7733 岡部クリニック 534-4856

花園町 菊池クリニック 535-4091 やんべ整形外科 572-7725 酒井内科クリニック 531-1781

入江町 久津医院 525-4561 南福島ひまわりクリニック 573-1009 さとう日出夫整形外科 533-1433 　●老人保健施設等

うめつＬＳ内科クリニック 536-5225 ふくしま在宅緩和ケアクリニック 544-6987 山口 かんの消化器科外科医院 533-3801 所在地 施　設　名 電話番号

小島内分泌内科クリニック 528-8511 この花内科クリニック 563-1287 大波 富士病院 588-1011 吉倉 エルダーランド 545-8431

山下町 さくま内科クリニック 525-2700 小倉寺 おぐらじクリニック内科 小児科 消化器科 523-4155 岩﨑消化器科内科医院 554-5841 伏拝 ケアタウンひまわり 547-2211

桜木町 八子医院 534-4850 木村内科医院 521-0182 紺野整形外科 553-3000 大森 ケアフォーラムあづま 544-0311

矢倉下 おがたクリニック 526-2626 天神橋クリニック 528-1155 桜ヶ丘病院 553-1569 鎌田 敬愛シニアガーデン卸町 553ｰ5221

福島赤十字病院 534-6101 むつみ脳神経・耳鼻科クリニック 526-0873 腎・泌尿器科クリニックさかがみ 553-6911 山口 聖オリーブの郷 536-5000

八子胃腸科内科クリニック 533-1215 わたり病院 521-2056 大原医療センター 554-2001 聖オリーブの郷　東館 526-7700

一陽会病院 534-6715 菅野産婦人科医院 548-2525 卸町クリニック 553-1166 北沢又 にじのまち 557-7501

堀切眼科 563-1504 中村内科医院 549-4633 鎌田クリニック 554-6455 飯坂町 はなひらの 542-8755

岩谷医院 528-7770 蓬莱東クリニック 548-6601 厚生会クリニック 552-5315 大笹生 生愛会ナーシングケアセンター 555-2244

ふくしま共同診療所 573-9335 蓬莱東内科 548-1212 後藤整形外科 554-2626 鎌田 ホリスティカかまた 552-5111

ひろやまメンタルクリニック 529-7731 すずきクリニック 567-2661 にいつま内科・循環器科クリニック 552-2844 荒井 リハビリ南東北福島 594-0155

ほりこし心身クリニック 525-3151 福島クリニック 597-8611 スリープ呼吸器内科クリニック 572-7040
曽根田町 こんの内科クリニック 573-1860 松川クリニック 537-2055 田沢 光が丘クリニック 572-4505

西中央 田島整形外科 533-6651 松川中央医院 567-3355

南中央 待井循環器科内科クリニック 533-5578 むらおか内科・糖尿病内科・耳鼻咽喉科クリニック 567-2244
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皆様へのお願い

・接種に当たっては、あらかじめ医療機関にお電話での予約をお願いします。

・感染防止の3つの基本である ①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い の徹底も

お願いします。

令和２年９月

・インフルエンザワクチンは重症化予防などの効果がある一方で、発病を必ず防ぐわけではなく、接種時の
体調などによって副反応が生じる場合があります。医師と相談の上、接種いただくとともに、接種後に体
調に異変が生じた場合は医療機関にご相談いただくようお願いします。

※65歳以上の方のほか、60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等
※定期接種の開始日は、お住まいの市町村で異なりますのでご確認下さい。

65歳以上の方（定期接種対象者）※

医療従事者
基礎疾患を有する方
妊婦
生後6ヶ月～小学校２年生

接種希望の方はお早めに

接種希望の方はお早めに

上記以外の方は
10月26日まで接種をお待ちください

65歳以上の方の接種ができるよう
ご協力をお願いいたします

上記以外の方も接種できます

10月 1日～

10月26日～

季節性インフルエンザワクチン
接種時期ご協力のお願い

今年は過去5年で最大量（最大約6300万人分）のワクチンを供給予定ですが、
より必要とされている方に確実に届くように、ご協力をお願いします。！

・お示しした日程はあくまで目安であり、前後があっても接種を妨げるものではありません。


