
京都市新型コロナワクチン接種コールセンター

（午前８時３０分～午後５時３０分）

電 話：０５７０－０４０８０８

０７５－９５０－０８０８

ＦＡＸ：０７５－９５０－０８０９

※ おかけ間違いのないよう御注意ください。

新型コロナワクチン接種事業

基礎疾患を有する方の

予約・接種の開始について

※ 通話定額プラン等でも料金が発生します。

※ ＦＡＸは聴覚障害等があり，電話での予約が難しい方に限ります。

土,日,祝も

（お知らせ）

＜予約方法＞

※ 次に受診する際に，ワクチン接種について御相談ください。

京都市新型コロナワクチン接種ポータルサイト

ホームページアドレス：https://vaccines-kyoto-city.jp/

① 定期的に受診されている診療所等に直接予約

② 診療所等が接種を実施していない方は，京都市ポータル

サイト・コールセンターから集団接種等を希望登録

・登録期間 ６月２８日（月）～６月３０日（水）【第１期】

７月 １日（木）～７月 ４日（日）【第２期】

・案内・接種開始 ７月 １日（木）～

②で登録された方には，コールセンターから，接種日時・場所を，

接種日の１週間程度前に電話で御案内します。

※ 期間終了後も登録を受け付け，順次コールセンターで御案内

６月１６日～

※ 先着順ではありません

接種券なし※でも接種できます。
※ 接種券が必要な診療所等もあります。

・本人確認書類（健康保険証・マイナンバー

カード・運転免許証等）が必要です。

・接種券は，後日，接種を受けた診療所等に

提出してください。

基礎疾患の確認に当たり，診断書等の証明書は必要ありません。

予診票の質問事項に記載してください。
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基礎疾患を有する方の確認方法
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※ 次のいずれかの方法で御予約ください。
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基礎疾患を有する方の定義は，国から次のように示されています。

１ 令和３年度中に６５歳に達しない方であって，

以下の病気や状態の方で，通院／入院している方

・慢性の呼吸器の病気

・慢性の心臓病（高血圧を含む。）

・慢性の腎臓病

・慢性の肝臓病（肝硬変等）

・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病

・血液の病気（ただし，鉄欠乏性貧血を除く。）

・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。）

・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

・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

・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）

・染色体異常

・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）

・睡眠時無呼吸症候群

・重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している，精神障害者保健福祉手帳

を所持している，又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に

該当する場合）や知的障害（療育手帳を所持している場合）

２ 基準（ＢＭＩ３０以上）を満たす肥満の方

※ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

※ＢＭＩ３０の目安:

身長１７０ｃｍで体重８７ｋｇ,身長１６０ｃｍで体重７７ｋｇ

基礎疾患を有する方の範囲
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住所地外接種の取扱い

基礎疾患を有する方が，かかりつけの診療所等で接種する場合は，住民票

所在地以外での接種でも，住所地外接種の届出は不要です。
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