
事 務 連 絡 
令和 4 年 7 月 26 日 

 
地区歯科医師会 御中 

 
公益社団法人東京都歯科医師会 

                         
新型コロナウイルスワクチン 4 回目接種の医療従事者への対象拡大について 

 
平素より本会会務の運営に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、東京都福祉保健局より標記について周知依頼がありました。 
新型コロナウイルスワクチン 4 回目接種について、医療従事者（3 回目接種より 5 ヶ

月以上経過）にも対象が拡大され、東京都大規模接種会場（3 か所）にて接種が可能とな

っております。 
（接種可能時間や使用ワクチンが会場毎に異なりますので、ご注意ください） 
なお、持ち物等の詳細については東京都ホームページに掲載されておりますので、下記

URL または QR コードを必ずご確認ください。 
（https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/07/22/25.html） 
貴会会員へのご周知のほど、何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 
 

 

 

 
 
【1．接種会場】  

① 都庁南展望室ワクチン接種センター（新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎 45 階南）    
9 時 30 分～18 時 30 分まで（予約なし接種は 10 時～17 時 30 分まで） 
 

② 東京都行幸地下ワクチン接種センター（千代田区丸の内 2-4-1 地先） 
12 時～21 時まで（予約なし接種は 14 時～19 時まで） 
 

③ 東京都立川南ワクチン接種センター（立川市柴崎町 3-16-25） 
10 時～18 時まで（予約なし接種は 12 時～17 時まで） 

 
【2．持ち物】  

① 4 回目ワクチン接種券（自治体から発行されます） 
※接種券が無い場合は、下記【4．「接種券なし」で接種する場合】をご参照ください。  
 

② 本人確認書類（運転免許証等） 
※医療従事者である証明（歯科医師免許、勤務証 等）は不要です  

③ 3 回目の接種日を確認できる書類（接種済証等） 
※紛失した場合は自治体から再発行してもらう必要があります  

④  ワクチン接種予約番号（事前予約した方のみ） 

都の大規模接種会場における医療従事者等への 
4 回目接種の実施について  

東京都新型コロナウイルス  
ワクチン接種ポータルサイト  

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/07/22/25.html


【3．ワクチン接種までの流れ】  
① 東京都の「東京都新型コロナウイルスワクチン接種ポータルサイト」から予約開始する。 
（https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine/index.html） 
 

② 「自治体番号」、「接種券番号」等を入力し、予約を確定する。 
※どちらもワクチン接種券に記載されています。接種券が無い場合は自治体に発行 

を依頼してください 
 

③ 上記の『持ち物』を持参し、会場でワクチン接種する。 
 

 ※「事前予約なし」で接種する場合は受付時間が限られており、また、各会場によって 

時間が異なるためご注意ください（必要な持ち物（上記）は共通） 

 
【4．「接種券なし」で接種する場合】 
 

① ワクチン接種を完了し、「ワクチン接種券」の返信用封筒をもらう。 
 

② 自治体より「ワクチン接種券」を発行してもらい、届き次第、返信用封筒に入れて 
返送する。 

 
 

【別 添】 

1． 新型コロナウイルスワクチン接種の 4 回目接種対象者の拡大について 
（令和 4 年 7 月 25 日 東京都福祉保健局感染症対策部） 

  
 2．各大規模接種会場 アクセス 

 

〔送付元〕 
 公益社団法人東京都歯科医師会 
 新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 

対策本部 事業部 地域保健課  
佐藤（文）・岩崎・丸山・植木・荒木 

 TEL：03-3262-1148 FAX：03-3262-4100 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine/index.html


事 務 連 絡 

令和４年７月２５日 

 

 

公益社団法人東京都歯科医師会 

会長 井 上  惠 司 殿 

 

 

東京都福祉保健局感染症対策部 

新型コロナウイルスワクチン担当部長  

 

 

新型コロナウイルスワクチン接種の４回目接種対象者の拡大について 

 

 

 平素より、東京都の新型コロナウイルス感染症対策行政に御理解と御協力を

いただき厚く御礼申し上げます。 

令和４年７月２２日に開催された第３３回厚生科学審議会予防接種・ワクチ

ン分科会での審議を経て、厚生労働大臣通知が一部改正され、１８歳以上６０歳

未満の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者に対する新型コロナウイルスワ

クチン４回目接種の実施が可能となりました。 

 つきましては、下記について、貴会会員に御周知いただきますよう、御協力を

お願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 対象拡大の範囲について 

  今般の通知改正により、４回目接種の対象者として、１８歳以上６０歳未満

の「医療従事者等及び高齢者施設等の従事者」が規定されました。 

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４回目接種の対象となります。 

 



２ ４回目接種の接種券について 

接種券の発行は、接種を受けられる方の住民票所在地の区市町村が行います。

４回目接種においては、１８歳以上６０歳未満の方への接種券の発行を申込制

とするなど、区市町村により対応が異なっています。接種を希望される方は、

御自身の住民票所在地の区市町村での接種券発行方法を御確認の上、必要な手

続きをとっていただきますようお願いいたします。 

 

３ 接種場所について 

接種を受けられる方のお住まいの自治体の接種会場・接種施設のほか、都の

大規模接種会場でも接種を受けられます。 

都の大規模接種会場（都庁展望室・行幸地下・立川南）では、予約なし接種

を実施しているほか、接種当日に接種券がお手元にない場合でも、本人確認書

類と３回目の接種日を確認できる書類（接種済み証等）をお持ちいただければ、

４回目接種を受けられます。接種当日に接種券がない場合は、会場でお渡しす

る封筒を用い、後日ご郵送いただく必要がございます。 

  各自治体の接種会場でも、一部の会場では、接種券を受領される前に接種を

受けていただくことが可能な場合があります。接種を希望される際には、是非

これらの会場の利用も御検討ください。 

 

＜参考＞ 

○厚生労働省通知「新型コロナワクチンの４回目接種の対象拡大について」 

（令和４年７月２２日付事務連絡） 

 

 〇東京都新型コロナウイルスワクチン接種ポータルサイト  

 

 

 ○都の大規模接種会場における医療従事者等への４回目接種の実施について 

（報道発表） 

 

 

（問合せ先）東京都福祉保健局感染症対策部防疫・情報管理課 

 新型コロナウイルスワクチン担当 濱村 岩村 根来 

       電話  ０３（５３２０）４３０２ 



接種会場①：都庁南展望室ワクチン接種センター 
【住  所】新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎 45 階南 
【接種時間】9 時 30 分から 18時 30 分まで（予約なし接種は 10 時～17 時 30 まで） 
【アクセス】●「JR 新宿駅」（西口から徒歩約 10分） 

●都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」（直結） 
●新宿駅西口（地下バスのりば）から都営バス又は京王バス（都庁循環） 
「都庁第一本庁舎」、「都庁第二本庁舎」、「都議会議事堂」下車 

●JR 新宿駅西口『新宿駅西口』バス停から『西新宿・都庁本庁舎方面』行きの 
新宿WEバス乗車、『都庁本庁舎』下車 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大規模接種会場 



ＪＲ「東京」駅、丸ノ内線「東京」駅から 

千代田線「二重橋前」駅から 

■来場及び接種に当たっての注意事項

・予約した各時間帯の早い時刻は来場者が集中して受付が混み合う可能性がありますので、

分散来場にご協力をお願いいたします。

・会場には駐車場・駐輪場がありませんので、お車・自転車でのご来場はご遠慮ください。

【住　　所】千代田区丸の内2-4-1地先

【接種時間】12時～21時まで（予約なし接種は14時～19時まで）

【アクセス】●ＪＲ「東京」駅 丸の内地下中央口 地下道直結 ※詳細は次ページ参照

●東京メトロ丸の内線「東京」駅 地下道直結

●東京メトロ千代田線「二重橋前」駅 案内に従って丸の内地下中央口側に

おまわりください。

接種会場②：東京都行幸地下ワクチン接種センター



■ＪＲ「東京」駅からのアクセス方法の詳細

・丸の内地下中央口より地下道を直進します。

・東京メトロ丸ノ内線の改札につきあたるので、左側に迂回します。

・さらに直進すると、左前方に接種会場が見えてきます。



接種会場③：東京都立川南ワクチン接種センター  
【住  所】立川市柴崎町 3-16-25 
【接種時間】10 時～18時まで（予約なし接種は 12 時～17 時まで） 
【アクセス】●多摩都市モノレール線「立川南駅」（出口 2から徒歩約 4 分） 

●多摩都市モノレール線「柴崎体育館駅」（出口 2から徒歩約 5分） 
●「立川駅」（南口から徒歩約 6 分） 

 

大規模接種会場 
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