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ワクチン接種までの流れ
２回目の接種

６か月

1．接種券が届く ２． 接種の予約 ３． ３回目接種

３回目接種については、接種券が届いた方からワクチン接種の予約ができます。

接種券一体型予診票
および予防接種済証

予防接種についての
説明書

接種のお知らせ （このチラシ）

※接種当日まで
　大切に保管してください。

※年齢によって接種できる
　ワクチンの種類は異なり
　ます。

切り離さないでください

１枚

３種類

１枚

接種実施医療機関一覧

１枚

接種券が届いたら同封物を確認する

■発行 出雲市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部
 おたずね／出雲市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
 ＴＥＬ（０８５３）２１－６６１３ （９：00 ～１８：００ 平日のみ）　ＦＡＸ（０８５３）２１－６８４３

出雲市のワクチン接種情報を確認できます！ LINEの友だち登録がおすすめです！！ 出雲市LINE
公式アカウント

友だち登録は
こちらの二次元
バーコードから

出雲市新型コロナワクチン接種
特設サイト ・最新のワクチン接種に関する情報を

  受け取れて便利！
・出雲市の様々なサイトへもアクセス可能！

出雲市公式LINEアカウントに友だち登録すると…

【副反応の健康被害救済制度について】
　一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害（病気になったり障がいが残ったりすること）が、きわめてまれではあ
るものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生
じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
　副反応が疑われる症状が出た場合は、まずは、接種医やかかりつけ医など、身近な医療機関を受診してください。

●集団接種会場の予約、接種券の再発行、接種に関する一般的な相談について
出雲市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
☎０８５３－２１－６６１３　対応時間：９：００～１８：００（平日のみ）

●コロナワクチン施策の在り方、ワクチンについて
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
☎０１２０－７６１７７０　対応時間：９：００～ 21：００（平日、土日・祝日）

●接種後の副反応に関することなど、医学的知見が必要となる専門的な相談について
しまね新型コロナウイルス感染症 「健康相談コールセンター」
☎０８５３－２４－７０１７　対応時間：８：３０～ 21：００（平日、土日・祝日）

問い合わせ先

ワクチン接種を受けるにあたっての注意事項

接種の同意について

・高齢者、基礎疾患を有する方などの「重症化リスクが高い方」
・重症化リスクが高い方の関係者・介助者など「重症化リスクが高い方との接触が多い方」
・医療従事者などの「職業上の理由等によりウイルス曝露リスクが高い方」

２回目の接種を完了した１２歳以上（接種日時点）の方
（２回目の接種を完了した日から６か月以上の間隔をあける必要があります。）

接種対象者 接種費用

無料

●１８歳以上の方 モデルナ社ワクチン または ファイザー社ワクチン
 ※接種場所や時期により異なります。

●１２歳以上１７歳以下の方 ファイザー社ワクチン

ワクチンの種類

特に接種をおすすめする方

新型コロナワクチンの３回目接種
に関する大事なお知らせです

出雲市から

※この内容は令和４年４月７日時点での情報です。最新の情報は出雲市ホームページ（ワクチン接種特設サイト）
　などをご確認ください。

3-8

　新型コロナワクチンの３回目接種については、国の対応方針にもとづき、順次実施します。
接種券が届いた方からワクチン接種の予約ができます。接種券は２回目の接種完了後
６か月を経過した方へ順次発送していきますので、接種を希望される方は、速やかに予約を
していただきますようお願いします。

※全額公費負担

ワクチン接種を受けるにはご本人の同意が必要です。
　新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種は、強制ではありません。
　ワクチン接種を受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解し、正しい知識を持っていただいた
上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。職場や周りの方などに接種を強要したり、接種
を受けていない人に差別的扱いをしたりすることがないようにお願いします。

接種後の感染対策について
ワクチン接種を受けた後も、感染症予防対策の継続をお願いします。
　新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果が確認されていますが、その効果は１００％
ではありません。また、ウイルスの変異による影響もあります。このため、接種後もマスクの着用、石けんによる手洗いな
どの感染予防対策を継続していただくようお願いします。

住所地外接種について
新型コロナワクチンは、原則住民票がある市町村で接種を受けることとなります。
　出雲市に住民票があり、実際には出雲市外にお住まいで、お住まいの市町村で接種を希望する場合は、あらかじめ届出が必
要です。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
　なお、以下の場合は、届出がなくても他市町村で接種することができます。
　 ● 入院・入所中の方や基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
　 ● 特別な理由で体制の整った医療機関での接種が必要な場合　　● 往診により在宅での接種が必要な場合
　 ● 国等の「大規模接種会場」で接種を受ける場合　　　　　　　● 職域単位での接種を受ける場合
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３回目接種用の
「接種券一体型予診票」および
「予防接種済証」の イメージ図

３回目接種用の接
種券は、予診票の
右上にあらかじめ
印字されています。
１・２回目のよう
なシール台紙に印
字された接種券で
はなくなりますの
でご注意ください。

３回目接種の
接種記録を残
します。

接種券印字箇所

　３回目接種の接種券は、１・2回目接種とは異なり、予診票と接種券が一体化した新たな様式になります。
また、接種記録を残す予防接種済証も様式が変更になりました。予防接種済証は接種した証明になりますの
で、接種後もなくさないよう大切に保管してください。

　接種会場で医師による問診の結果、接種を見合わせることになる場合でも、接種券一体型予診票を接種会場に
提出する必要があります。その際には、次に接種を受ける時のために接種券一体型予診票の再発行の申請をお願
いします。再発行申請はコールセンター（0853-21-6613）で受け付けています。

接種券一体型予診票および予防接種済証について

切り離さずにお持ちください。

予防接種済証

１・２回目接種の
接種記録を表示し
ています。

ワクチンを接種する

当日の持ち物

□このお知らせが入っていた封筒の中身一式
□本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など）
□お薬手帳（お持ちの場合）
※副反応等による処置を行う場合、医療機関での保険診療になることがあります。
　念のため、健康保険証をお持ちください。

お願い

①予診票はあらかじめ記入しておいてください。
　※１２歳から１５歳の方の予診票は、必ず保護者が署名してください。
②ワクチン接種の際に速やかに肩を出せる服装でお越しください。
③接種前にご自宅等で体温を測定し、明らかな発熱がある場合や体調が悪い
　場合などは、接種を控え、予約した医療機関等にご連絡ください。
　 ※集団接種の予約のキャンセルはコールセンター（0853－21－6613）または ＷＥＢの「出雲市
　　 新型コロナウイルスワクチン接種予約サイト」にてお願いします。
④１２歳から１５歳の方の接種は、必ず保護者が同伴してください。

身近な医療機関で接種を受ける場合

接種券が届いた方からご予約いただけます。予約開始日

医療機関に直接ご連絡ください。
予約ができる医療機関は別添のチラシ「新型コロナワクチン３回目接種 接種実施医療機
関一覧」をご確認ください（一部の医療機関は、１２歳～１７歳の方は予約不可です。）。
※医療機関ごとに受付日時や予約枠が異なります。
※１２歳～１７歳の方は、予約の際に必ず年齢を伝えてください。
※病院に入院している方、定期的に通院している方、在宅で療養中の方については、かか
　りつけの医療機関にお問い合わせください。

予約方法

　　　　  または
※接種できるワクチンの種類は、国からのワクチンの供給状況により異なります。
※１２歳～１７歳の方はファイザー社ワクチンのみ接種可能です。

ワクチンの種類

接種券が届いた方からご予約いただけます。予約開始日

以下の会場で接種を予定しています。
開設する日時等の詳細については、予約時に確認してください。
接種の進捗状況により接種会場・開設日時が変更になる場合がありますので、予約時に
ご確認ください。
※ワクチン接種について、集団接種会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

接種券をお手元に用意し、電話またはWEBで予約をしてください。

接種会場

集団接種会場で接種できるワクチンは　　　　　 です。 
ただし、５月８日以降のイオンモール出雲会場は、１２歳～１７歳の方を優先し
を接種します。（予約枠に空きがある場合は、接種日の６日前の月曜日から、１８歳以上の方
も予約受付します（例：接種日が５月１５日（日）の場合、５月９日（月）から予約受付）。）

ワクチンの種類

予 約 方 法

ワクチン接種の予約を行う

出雲市が開設する集団接種会場で接種を受ける場合

直接URLを入力するか、２次元バーコードを読み取り、予約専用ページに
アクセスください。
URL  https://vaccines.sciseed.jp/izumocity

※寿生病院の木曜日は隔週で開設

●コールセンター 0853－21－6613（9：00～18：00平日のみ）
●WEB予約

１・２回目と異なるワクチンを用いて３回目接種した場合の安全性と効果
　英国では、２回目接種から１２週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて３回目接種を行った場合の
研究が行われ、その結果が報告されています。

　「予防接種についての説明書」をよく読み、接種による感染症予防の効果と副反応等のリスクの双方に
ついて正しい知識を持っていただいた上で接種を受けてください。

ファイザー

ファイザー

モデルナ

モデルナ

ご注意
ください

安
全
性

　３回目の接種後７日以内の副反応は、１・２回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種して
も安全性の面で許容されること

効
果

　１・２回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、３回目で
ファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田／モデルナ社ワクチン（※）
を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること

（※）武田／モデルナ社ワクチンは、３回目は50µg接種することになっているが、本研究では
　　100µg接種した結果が報告されている。

出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

ワクチンの組み合わせ 抗体価

抗体価は
上昇

ファイザー
→ →

ファイザー モデルナ

ファイザー
→ →

ファイザー ファイザー

地域 会　　場 住　　所
開　設　日　時（受付時間）

木曜日 金曜日 日曜日 午前 日曜日 午後

出雲

イオンモール出雲 渡橋町1066 ー ー
○

10：00−12：30
○

14：00−16：30

出雲市民病院 塩冶町1536-1 ○
13：45−14：45

○
13：45−14：45

ー ー

寿生病院 上塩冶町2862-1 ○※
14：15−15：15

○
14：15−15：15

ー ー

平田 平田福祉館 平田町2112-1 ー ー ○
10：00−12：30

○
14：00−16：30

斐川 出雲徳洲会病院 斐川町直江3964-1 ○
13：15−16：45

○
13：15−16：45

ー ○
14：00−16：30

５月８日以降12歳～17歳の方優先


