ワクチンニュース 第７号
府中市
ワクチンニュース第２号

保存版

市では、新型コロナワクチン接種の対象者（７月末までに 12 歳の誕生日を迎える方と、
それ以前生まれの方）に接種券・予診票等を発送済みです。お手元に届いていない方は、
お問い合わせください（府中市新型コロナワクチンコールセンター ☎０５７０－０４２５６７）。
接種会場は、個別接種(６６指定医療機関)、集団接種(｢フォーリス｣３階)になります。
また、府中市保健センターで夜間の接種を開始します。日中のご都合がつかない方は、
ぜひご利用ください。
～ 基礎疾患のある方 ～
基礎疾患のある方で、接種を希望する場合は、まず、かかりつけ医にご相談の上、かかりつけ医での
接種をご検討ください。かかりつけ医で接種を行っていない場合は、集団接種や個別接種を行っている
他の医療機関で接種をお願いします
また、接種順位が｢基礎疾患を有する｣で接種する場合は、予診票に病名を記入してください。
「基礎疾患等を有する方」は次のいずれかにあてはまる方です。
１． 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
⑴ 慢性の呼吸器の病気
⑵ 慢性の心臓病（高血圧を含む）
⑶ 慢性の腎臓病
⑷ 慢性の肝臓病（肝硬変等）
⑸ インスリンや飲み薬や治療中の糖尿病 または他の病気を併発している糖尿病
⑹ 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く）
⑺ 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
⑻ 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
⑼ 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
⑽ 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）
⑾ 染色体異常
⑿ 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）
⒀ 睡眠時無呼吸症候群
⒁ 重い精神疾患 （詳細は、市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ）
２． 基準（BMI３０以上）を満たす肥満
※BMI=体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）
※BMI30 の目安：身長 180ｃｍで体重約 98ｋｇ、身長 170ｃｍで体重約 87ｋｇ、
身長 160ｃｍで体重約 77ｋｇ、身長 150ｃｍで体重約 68ｋｇ
、
２

※集団接種会場の対象者や予約開始日については、広報ふちゅうや市ホームページをご確認ください。
お手元に接種券をご用意の上、お申し込みください。注記：電話の掛け間違いにご注意ください。
【集団接種】
２
集団接種会場

｢フォーリス｣３階
※プラッツ会場の予約受
付は終了しました。

予

約 方 法

住

※定員に達した場合等は、予約受付を一旦終了している場合があります｡

【📞電話予約】
自動音声ガイダンス
☎０５０－３１７１－５６４１（毎日 24 時間受付）

所

宮町１－４１
フォーリス３階

※自動音声ガイダンスでの予約が難しい方は、
府中市新型コロナワクチンコールセンターでも予約できます。

【💻ｗｅｂ予約】毎日 24 時間予約可
※市ホームページからもアクセスできます。

web 予約システム▶

※集団接種会場の２回目の予約は、３週間後の同一曜日・時間になりますので、あらかじめご予定を
お願いします（例えば、１回目 ８月２日(月)11:00→２回目 ８月 23 日(月)11:00 となります。）
。

【個別接種】 予約受付については、基礎疾患がある方等を優先して受け付けますが、空き状況により医療機関の判断で、
対象者や受付開始日を決定していますので、各医療機関にお問い合わせください。
web は、集団接種の「web 予約システム」からも予約ができます。

web 予約ｼｽﾃﾑ▶

※市ホームページからも
※7 月 21 日時点の一覧です。電話番号等を変更する場合がありますので、最新情報は、市ホームページをご確認ください。 アクセスできます。

個別接種会場
朝日町クリニック

予約電話番号（受付時間）※祝日除く
web

０４２－３６１－９４１９

新谷医院

（月曜日の午後１時～３時･５時～６時、火･水･金曜日の午後１時半～３時）
０５７０－０７１－５６７ （月～金曜日の午前 10 時～正午、午後１時～３時／
web 予約システム（毎日２４時間受付）利用可(市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ｢府中市新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種
について｣からアクセス可)

榊原記念病院
品田医院

０８０－９６５４－９９６８（月･木･金曜日の午後３時～５時半）
０８０－７６９５－４９９２

いづみ内科

（７月 26 日からの月･水～日曜日の午前１１時～正午、水～金曜日の午後５時～６時）

ベルファミリークリニック

すみれクリニック

web

０４２‐３１４－０６６０
（月･火･木･金曜日の午後３時～４時半、土曜日の午後１時～２時半）
web 予約システムからの予約のみ（毎日 24 時間受付）

０４２－５７２－３８１２

浅川医院

（月～水･金曜日の午前９時～正午、午後４時～６時、木･土曜日の午前９時～正午）

寿町腎・内科クリニック
赤澤クリニック
寿町クリニック

０５０－３１６４－４７３８ (毎日 24 時間自動音声ガイダンス予約 祝日可）

０７０－４４５６－０９３６
（火～金曜日の午前１０時半～正午、午後１時半～３時）

０４２－３５８－２２５５（月･水･金曜日の正午～午後２時）※第４水曜日を除く
web

０４２－３５４－３１１１

（月～金曜日の正午～午後１時半･５時～６時、
土曜日の正午～午後１時半･４時～６時、日曜日の午前９時～正午）

あさの循環器内科
クリニック

０８０－１０２７－９４６０

ながた内科クリニック web

web 予約システムからの予約のみ（毎日 24 時間受付）

（月～水･金曜日の午前１０時～午後３時、土曜日の午前１０時～午後２時）

０４２－３６９－２５６１（月～水･金曜日の午前９時～正午、午後３時半～６時、

野々田小児科内科

木･土曜日の午前９時～正午）
０４２－３４０－８６８８（火・水曜日の午前１０時～１１時半、午後３時半～５
時、木曜日の午前１０時～１１時半）

さとみクリニック

０４２－３６２－５１４１

共済会櫻井病院

･

０８０－４１０６－７３８７

（月～土曜日の午前９時～午後３時）

０４２－３６５－３５５０

平林医院

（月～水･金曜日の午前９時～正午、午後４時～６時、木･土曜日の午前９時～正午）
０４２－３６１－３２９６（月～水･金曜日の午前９時～午後０時半･３時半～６時
半、木曜日の午前９時～午後０時半･２時～５時、土曜日の午前９時～午後０時半）

協和診療所

０９０－２３２７－０８２２

久米医院

（月～金曜日の午前１０時～正午、午後４時～６時、土曜日の午前１０時～正午）

０４２－３６１－４４６０

武蔵野医院

（月～土曜日の午前９時半～１１時半、月･火･木･金曜日の午後４時～６時）

康野診療所

０９０－５４１１－３８０７（月･火･木･金曜日の午前１１時～正午）
０７０－４３２９－５３３１

ふの内科クリニック

（月～木曜日の午前１０時半～午後０時半、土曜日の午後１時～２時）

おき医院

当医院の web 予約システム（アイチケット）からの予約のみ

武蔵野台クリニック
内科・消化器内科

０４２－３６０－８８６６
（月～木・土曜日の午前９時～正午、午後３時～６時半）
０４２－３５４－１８７８（月･火･木･金曜日の午前９時半～１１時、午後３時半
～５時、土曜日の午前９時半～１１時）

新町クリニック
府中新町医院
河村医院

０４２－３６７－２１２２（月･火･木･土曜日の午後２時～３時半）
web

みね内科クリニック

井手医院
深澤内科呼吸器科
クリニック

０８０－７０５２－０１４３
（月～水･金曜日の午前１１時～正午、午後５時～６時、土曜日の午前１１時～正午）

０４２－３３０－３６００・０７０－４１１９-０９４９

日野クリニック

（月～金曜日の午後２時～３時）

web

朝日町２－28－１
朝日町２－30－11
朝日町３－16－１
押立町１－24－１
押立町４－９－10
片町２－22－31
片町３-26-14
北山町２－18－４
寿町１－１－３
寿町１－１－３
寿町１－３－10
寿町１－４－21
小柳町２-12-２
小柳町３－32－26
是政２－３－４
是政２－36
是政５－４－４
栄町２－10－３
清水が丘２-３-26
清水が丘３-11-31
白糸台２－10－２
白糸台３－８－25
白糸台５－24－１
白糸台５－39－10
新町１－55－41
新町２－64－１

０９０－４０１５－０９０９（月～金曜日の午前１０時～正午、午後３時～５時）
新町３－12－40
０５０－３１６４－４７３７（毎日 24 時間自動音声ガイダンス予約 祝日可）
０７０－８５１４－２４７４（月～水曜日の午前１０時～正午）

中河原内科クリニック

住 所

住吉町１－30－２
住吉町１－84－１
住吉町２－15－９

０５０－３１６４－４７４１（毎日 24 時間自動音声ガイダンス予約 祝日可）

住吉町４－15－９

０８０－７４９４－５６２３（月～水曜日の午前１０時～正午）

住吉町４－18－12

個別接種会場

予約電話番号（受付時間）※祝日除く
０４２－３３４－２２２３

石田医院
府中恵仁会病院

（月～水･金･土曜日の午前１０時～午後１時）

web

森田小児科医院
天神町クリニック
西府すこやか
こどもクリニック

web

中村内科クリニック

web

０８０－９５０８－７３２２ ・ ０９０－８８１１－７３２３
（月～金曜日の午後２時～４時）
０４２－３６６－１０５０（月～水･金曜日の午前９時～１１時半、午後３時～５
時半、土曜日の午前９時～１１時半）
０４２－３６７－２１１９（ 月･火･金･土曜日の午前１１時～午後１時･３時～６
時、水曜日の午前１１時～午後１時）

住

所

住吉町５－１－４
住吉町５－21－１
天神町１－１－１
天神町１－11－２

web 予約システムからの予約のみ（毎日 24 時間受付）

西府町１－53－１

０４２－３６４－０７７５（月～水･金曜日の午前１１時～午後１時）

西府町２－12－１

０５０－３１６４-４７３３(毎日 24 時間自動音声ガイダンス予約 祝日可）

日鋼町１－１

にじいろこどもクリニック

当クリニックのホームページからの予約のみ

晴見町１－７－１

今井内科

０４２－３６１－４６１３（月～水･金曜日の午前９時～正午）

晴見町１－17－24

ジェイタワークリニック

web

web

０７０－７０１３－５８４２（月～金曜日の午前９時半～午後３時）
FAX（０４２－３６２－４５４５）での予約可（氏名･生年月日･年齢･電話番号･FAX 番
号を記載した用紙を月～金曜日の午前９時～午後５時に送付）
０５０－３１６４－４７３４(毎日 24 時間自動音声ガイダンス予約 祝日可）

府中医王病院
髙野医院

０４２－３６１－９５７８（月･水･金曜日の午後４時～５時）
０４２－３０６－５１２２

府中診療所

（月～金曜日の午前９時～１１時、月･水･金曜日の午後１時～３時）

津久井内科
おなかクリニック

晴見町１－20
晴見町３－11－21
府中町１－13－３

０８０－６６３５－０１１９（月･水～土曜日の午後１時～４時）

府中町２－９－16

いしい内科・小児科

web

web 予約システムからの予約のみ（毎日 24 時間受付）

府中町２－13‐２

府中クリニック

web

web 予約システムからの予約のみ（毎日 24 時間受付）

緑町１－３－１

赤須内科クリニック

０４２－３３４－０７８０（月～水･金曜日の午前９時半～１１時半、午後３時～
５時、 木･土曜日の午前９時半～１１時半）

緑町２－17－９

府中朝倉クリニック

当クリニックのホームページからの予約のみ

南町２－34－８

南町医院

０４２－３６０－２９９３（月･火･金曜日の午前１０時～正午）

南町４－31－５

さくらんぼこどもクリニック

当クリニックのホームページからの予約のみ

南町４－43－１

宮西クリニック

０７０－７５２２－９９４５（月～金曜日の午前１０時～正午）

宮西町２－４－３

村上医院

０７０－８５８５－２７４３（月･水･金曜日の午前１０時～正午）

宮西町５‐２

もとじ内科クリニック

０４２－３５２－６３５０（火･木･土曜日の午前１０時～正午）

宮町１－22－６

web 予約システムからの予約のみ（毎日 24 時間受付）

宮町１－100

あすなろクリニック

web

府中病院（旧:奥島病院）

０７０－７４６９－６９２６
（月～水･金曜日の午後２時～４時,土曜日の午後１時半～２時半）

美好町１－22

分倍医院

０４２－３６１－２７６８（月･火･木･金曜日の午前９時～正午）

美好町３－３－18

東京都がん検診センター

０４２－３２７－１０３０（月～金曜日の午前９時～午後５時）

武蔵台２－９－２

崎山小児科

０４２－３２３－４３２１（８月２日からの月～金曜日の午前１１時～午後５時） 武蔵台３－２－２
０４２－３２３－１０６８

ちほ内科クリニック

（第１･３･５火曜日、水･木･土曜日の正午～午後１時）

府中よつやクリニック

０４２－３３６－７２２２（月～水･金･土曜日の午前１０時～正午）

たにざき循環器内科
クリニック

０７０－３１７０－００５６

東府中病院

（月～水･金曜日の午前１０時～午後１時･３時～５時）

web

ほさかクリニック
えはら医院
夜間接種（府中市保健セン
ター２階）
web

０５０－３１６４－４７３５（毎日 24 時間自動音声ガイダンス予約 祝日可）
０４２－３５８－９９０１
（月～水･金･土曜日の午前１１時～正午、午後５時～６時）

オンライン予約サイトからの予約のみ
（当医院ホームページからもアクセスできます。）

武蔵台３－31－８
四谷３－37－14
若松町１－５－20
若松町２－７－20
若松町３－２－16
若松町３－35－７

web 予約システムからの予約のみ（毎日 24 時間受付）
※接種する時間帯は、午後７時半～午後９時１５分です。
※接種の際は、健康保険証をご持参ください。

府中町２-25

【住民票がある場所（住所地）以外での接種について】

令和３年６月現在

事前の届出が必要な者
・出産のために里帰りしている妊産婦

・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、
児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・その他市町村長がやむを得ない事情があると
認める者

原則、接種を行う医療機関等が所在する
市町村に事前の届出(※)が必要です。
※事前の届出は、郵送申請、窓口申請、web 申請の
いずれかの方法で届出が必要です。
詳細は、実際に接種を行う医療機関等の所在する
市町村の相談窓口にお問い合わせください。

届出を省略することができる者
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる
場合における当該サービス利用者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った
医療機関での接種を要する者
・市町村外の医療機関から往診により在宅で接種を
受ける方
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を
行うことが困難である者
・国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」
で接種を受ける者(会場ごとの対象地域に居住して
いる者に限る)
・職域接種を受ける者

医療機関・施設にご相談ください。

【接種券の再発行について】

府中市新型コロナワクチンコールセンターに電話をして再発行の手続をしてください。
再発行した接種券は郵送するため、お手元に届くまでに１週間程度かかる場合があります。
◎府中市内で転居または府中市外へ転出をした（またはする場合）
ワクチンは、住民票のある市町村（住所地）で接種することになっているため、
接種日に居住している市町村の接種券が必要です。
・市内転居の場合…新しい住所の接種券が必要です。再発行の手続をしてください。
・市外転出の場合…新しい住所地の市町村の担当部署にお問い合わせください。

◎接種券の氏名と現在の氏名が違う場合
新しい氏名の接種券が必要です。再発行の手続をしてください。
困ったことや、不明なことがある場合は、
府中市新型コロナワクチンコールセンターにお問い合わせください。
府中市ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ

【今後の追加情報】
府中市ホームページ、広報ふちゅう、府中市メール
配信サービスで確認、または、府中市新型コロナ
ワクチンコールセンターにお問い合わせください。

▲市のホームページ
の QR コード

▲「コロナワクチンナビ」
の QR コード

ワクチン接種後も感染症対策を怠らないようにしましょう。
ワクチンの接種は、あくまで発症や重症化を防ぐもので、今までと同様にマスクの着用・こまめな手洗い・消毒・３密
を避ける等の感染対策を行ってください。
府中市福祉保健部健康推進課

令和３年７月 21 日発行

