新型コロナワクチン接種

重要なお知らせです
このお知らせは、新型コロナワクチンの

「接種と予約方法についての重要なお知らせ」
です。
高齢者のいる世帯は、高齢者の接種が終わるまで大切に保管 して
いただくようお願いします。

いよいよ今月から高齢者の皆さんを対象とした新型コロナワクチンの接種を開始します。

対象は、令和４年３月末日までに65歳以上になる高齢者の皆さんです。
※高齢者以外の人の接種につきましては、後日改めてお知らせします
市は、次の方針のもとにワクチンの接種を推進します。
ワクチン接種は「無料」です。必ず接種しなければならないものではありません
が、できるだけ多くの人に速やかに接種していただくよう取り組みます。
ワクチンの接種に関係する詐欺まがいの事例も発生していますので、新型コロナワ
クチンの接種に関する情報は、釜石市新型コロナウイルス感染症対策本部（釜石
市新型コロナワクチン接種推進室）に限定し、統一して正確な情報を発信します

ワクチン接種後の副反応などについて、事前に医師に相談することなどを周知
し、誤った副反応に関する情報によって接種をためらうことのないよう正しい情
報発信に努めます

釜石市には高齢者の方は約13,000人おります。全ての方が接種できますが、初めに接種
するのは、高齢者施設に入所している人と、長期間、入院している人で、４月19日の週
から接種を始めます。
対象となる人には、各施設や病院から案内が有りますので、案内に従って接種を受けて
下さい。
それ以外の高齢者の皆さんは、５月10日の週から、接種を開始します。
医師に相談し安心して接種していただくように、市内各医療機関での個別での接種をお
すすめしていますが、かかりつけの医療機関がない人や、仕事のため休みを取れない人も
接種できるように、５月16日の日曜日から毎週日曜日、イオンタウン釜石の３階、催事ス
ペースを会場として集団での接種も実施します。いずれかの接種方法を選んでいただき案
内に従って２回の接種を受けてください。
このお知らせをよく読んでいただき、ワクチン接種の予約方法などをご理解のうえ、ご協
力をお願いします。
釜石市新型コロナウイルス感染症対策本部
本部長

1

釜石市長

野

田

武

則

新型コロナワクチン接種【お問い合わせはコールセンターへ ☎019‑606‑8055】

高齢者の皆さんを対象とした
新型コロナワクチンの予約・接種方法について
４月23日㈮までに高齢者の皆さんにワクチン接種に必要な接種券
が届きます

封筒には「接種券」
「予診票２枚（接種２回分）」
「ワクチンに関する説明書」
「新型コロナ予防接種のお知らせ」が入っていますので、中身を確認し大切に
保管してください。

高齢者施設に入所している人や長期間、病院に入院している人

入所先の施設や入院先の病院から案内がありますので、案内に従って接種を受
けてください。

上記以外の高齢の人

高齢者で接種を希望する人は、かかりつけの医療機関または、集団接種会場の
いずれかを選択してください

新型コロナワクチン予防接種は、計２回 接種が必要です。
〜市民の皆さまへお願いいたします〜

ここから開封してください。

１.この接種券は、
２回目の予防接種が終わるまで、大切に保管してください。
２.接種券を紛失したり、接種当日に忘れた場合は、予防接種を受けることが出来ません。

４月23日までに高齢者の皆さんにこの封筒が届きます
新型コロナワクチン予防接種の接種券が入っています。

◀おもて
釜石市大渡町３−１５−２６ 電話番号 0193−22−0179

保健福祉部

健康推進課

釜石市

※４月23日を過ぎても届かない場
合は、釜石市新型コロナワクチン
接種推進室にご連絡ください
〒026-0025

料金後納郵便

釜石市

接種券在中

新型コロナワクチン予防接種のご案内

郵便区内特別

【連絡先】
釜石市新型コロナワクチン接種推進室
☎22‑4567 ☎22‑4568

郵便区内特別

新型コロナワクチン予防接種のご案内
釜石市

健康推進課

〒026-0025

釜石市大渡町３−１５−２６ 電話番号 0193−22−0179

料金後納郵便

保健福祉部

接種券在中

釜石市

新型コロナワクチン予防接種の接種券が入っています。

釜石では昨年のインフルエンザの予防接種をかかりつけの医療機関で受けた人は
約9,000人います。今回のワクチン接種についても同様に、できるだけかかりつけ
の医療機関で接種してください。

①「かかりつけの医療機関」 で接種する場合
⑴ ４月26日㈪から、市内の医療機関で接種の予約受付が始まります

市内の各医療機関での接種は、５月10日㈪から、順次、接種できるようになります
かかりつけの医療機関には、電話や通院したときに予約しましょう
各医療機関によって予約方法が異なりますので、医療機関一覧表を確認していただき、それ
ぞれの予約方法に従って予約してください

お願い

接種開始当初は「かかりつけ医」での接種は、市内全体で１週間に800回
程度の予定のため、混みあうことが予想されますが、５月下旬からは十分な
量のワクチンが供給される見込みです。ワクチンの供給量により接種までに
時間がかかる場合もありますが、必ず接種できますので、冷静に対応してい
ただきますようお願いします。

⑵ 接種する日までに予診票の準備をしてください
接種券と同封の予診票に必要な事項を記入します。

あらかじめ予診票１枚に、住所、氏名、電話番号、生年月日、質問事項への回答などを記入
し準備し、接種当日に忘れずにお持ちください。
※体温は、接種する日に自宅で検温し記入しましょう

⑶ 予約した医療機関で接種します

接種の際は、接種券、記入済みの予診票、身分証明書、お薬手帳（持っている人）を持参し
てください
接種券を忘れた場合は、予約をしていても接種できません。忘れずに持参してください
※紛失した人は、再発行の手続きが必要です

１.この接種券は、
２回目の予防接種が終わるまで、大切に保管してください。
２.接種券を紛失したり、接種当日に忘れた場合は、予防接種を受けることが出来ません。

【連絡先】☎22‑4567（釜石市新型コロナワクチン接種推進室）

ここから開封してください。

〜市民の皆さまへお願いいたします〜

新型コロナワクチン予防接種は、計２回 接種が必要です。
新型コロナワクチン予防接種は、計２回 接種が必要です。
〜市民の皆さまへお願いいたします〜
１.この接種券は、
２回目の予防接種が終わるまで、大切に保管してください。
２.接種券を紛失したり、接種当日に忘れた場合は、予防接種を受けることが出来ません。
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釜石市大渡町３−１５−２６ 電話番号 0193−22−0179

〒026-0025

保健福祉部
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健康推進課

新型コロナワクチン予防接種のご案内
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かかりつけ医療機関での予約方法

⑷ ２回目の接種を忘れずに予約しましょう

２回目の接種は、１回目から３週間あける必要があります。

１回目に接種した医療機関に相談し予約しましょう
予約の際は、ワクチンの接種が２回目であることを必ず伝えてください
接種券右上の予約内容記入欄
（２回目）
に、２回目の予約をした日時などを忘れずに記入しま
しょう
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新型コロナワクチン接種【お問い合わせはコールセンターへ ☎019‑606‑8055】

医療機関一覧表
ワクチンを接種できる医療機関と予約方法
医療機関名
（所在地）

岩手県立釜石病院
☎25‑2011（甲子町）

国立病院機構 釜石病院
☎23‑7111（定内町）

せいてつ記念病院
☎23‑2030（内線218）
（小佐野町）

電話
予約

×

○

○

来院
予約

予約方法

○

原則として、当院で定期的に診察を受けている患者さんを対象
としています。
事前に予約が必要です。（電話予約×、来院して予約○）
病院で予約してください。

×

かかりつけの患者さんを対象としています。
事前に予約が必要です。（電話予約のみ）
（受付）月〜金曜日の９時〜17時

×

慢性疾患等で当院（内科）で定期的に診察を受けている患者さ
んを対象としています。
事前に予約が必要です。（電話予約のみ。電話は内線218を
指定してください）
（予約）火・木曜日の14時〜16時
（接種）月・水・木曜日の14時〜16時

釜石のぞみ病院
☎31‑2300（大渡町）

○

○

事前に予約が必要です。（電話予約○、来院して予約○）
（予約）電話：13時〜16時病院：13時〜16時
（接種）月・水・木曜日：13時30分〜16時30分
火・金曜日：８時30分〜11時30分

釜石厚生病院
☎23‑5105（野田町）

○

×

事前に予約が必要です。（電話予約のみ）
（予約）月〜金曜日の９時〜16時

釜石しょうけいクリニック
☎27‑8571（甲子町）

○

○

事前に予約が必要です。（電話予約または診療時間内に予約）
（接種）月〜金曜日：８時30分〜11時30分、15時〜18時

神林医院
☎23‑6635（甲子町）

○

○

事前に予約が必要です。（電話予約○、来院して予約○）
ただし、診療時間内に限ります。

小笠原内科クリニック
☎25‑2580（上中島町）

○

○

当院で定期的に診察を受けている患者さんを対象としています。
事前に予約が必要です。（電話予約○、来院して予約○）

○

原則として当院で定期的に診察を受けている患者さんを対象と
しています。
事前に予約が必要です。医院で予約してください。
（電話予約×、来院して予約○）
（接種）月曜日の11時30分〜

○

原則として当院で定期的に診察を受けている患者さんを対象と
しています。
事前に予約が必要です。（電話予約○、来院して予約○）
（接種）金曜日の14時〜15時

○

当院で定期的に診察を受けている患者さんを対象としています。
事 前に予 約 が 必 要です。
（ 電 話 予 約×、当 院 受 付で予 約 ○ ）
（接種）木曜日の13時30分〜14時30分

小泉医院
☎23‑5157（中妻町）

釜石ファミリークリニック
☎31‑1616（大渡町）

釜石整形外科クリニック
☎31‑1881（大渡町）

×

○

×
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医療機関名
（所在地）

予約方法

電話
予約

来院
予約

庄子医院
☎22‑3677（只越町）

○

○

事前に予約が必要です。（電話予約○、来院して予約○）
ただし、診療時間内に限ります。
（予約）月〜土曜日の９時〜17時30分

平野内科医院
☎22‑1273（只越町）

○

○

原則としてかかりつけの患者さんを対象としています。
事前に予約が必要です。（電話予約○、来院して予約○）

藤井クリニック
☎27‑8857（只越町）

×

○

原則として、当院で定期的に診察を受けている患者さんを対象
としています。
予約は主治医の診察時に行います。（電話予約×、来院して
予約○）

堀耳鼻咽喉科眼科医院
☎22‑1005（只越町）

○

○

事前に予約が必要です。（電話予約○、来院して予約○）
ただし、診療時間内に限ります。（９時〜17時30分）

かまいしベイ眼科クリニック
☎27‑7311（イオンタウン釜石）

○

○

事前に予約が必要です。（電話予約○、来院して予約○）
ただし、診療時間内に限ります。

○

当院で定期的に診察を受けている患者さんを対象としています
事前に予約が必要です。（電話予約×、来院して予約○）
予約の際は診療受付時間内にワクチンの接種券と保険証、診
察券等をお持ちください。

はまと神経内科クリニック
☎29‑1212（鵜住居町）

×

接種券

医療機関での予約
を終えたら、接種券
の右上にある予約内
容記入欄（１回目）
に、自分の予約内容
を忘れずに記入しま
しょう。

み ほ ん
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新型コロナワクチン接種【お問い合わせはコールセンターへ ☎019‑606‑8055】

②「集団接種会場」 で接種する場合
市内にかかりつけの医療機関がない場合や、仕事の都合で平日に休めない人は「集団接種会場」
でのワクチン接種をご検討ください。

集団接種は５月16日㈰から、毎週日曜日に実施する予定です
【午前】９時30分〜11時30分（２時間）

【午後】13時30分〜15時30分（２時間）

事前に予約が必要です。予約は４月26日㈪から受け付けします（先着順）
集団接種の会場は、イオンタウン釜石の３階にある催事スペースです
⑴ 「コールセンター」に電話し予約します（４月26日㈪から予約受付を開始します）

コールセンター

【電話番号】019‑606‑8055（通話料がかかります）

【受付時間】月〜金曜日（祝日を除く）９時〜17時

⑶ 予約した日に会場で接種します

接種の際は、接種券、記入済みの予診票、身分証明書、お薬手帳（持っている人）を持参し
てください
接種券を忘れた場合は、予約をしていても接種できません。忘れずに持参してください
※紛失した人は、再発行の手続きが必要です
【連絡先】☎22‑4567（釜石市新型コロナワクチン接種推進室）

⑷ ２回目の接種を忘れずに予約しましょう

２回目の接種は、１回目から３週間あける必要があります。

１回目の接種の際に、忘れずに接種会場で予約しましょう

接種券右上の予約内容記入欄（２回目）に、２回目の予約をした日時などを忘れずに記入し
ましょう

⑸ 遠隔地にお住まいの人の集団接種会場までの移動を支援します

毎週日曜日に集団接種を実施しますが、次の３地区については、３週間に１回、専用バス
（無料）を運行し集団接種会場までの移動を支援します。２回目までの円滑な接種にご活用く
ださい。

※バスの詳細な運行時間などは、５月１日号の広報かまいしでお知らせします

※一般的な相談も受け付けます

専用バスの運行日

※午前９時から10時までは、７ページに記載した専用バスの運行地区にお住まいの方で、専用バス
を利用する方のみの予約受付とさせていただきます

お願い

５月

開始当初は「集団接種」での接種は１日に100回程度の予定で、込みあうこ
とが予想されますが、５月下旬からは十分な量のワクチンが供給される見込
みです。ワクチンの供給量により接種までに時間がかかる場合も有りますが、
必ず接種できますので、冷静に対応していただきますようお願いします。

６月

※４月23日㈮までに郵送する接種の案内文書には、LINEで予約できると記載していますが、当面は
LINEでの接種予約は行いません

⑵ 接種する日までに予診票の準備をしてください
接種券と同封の予診票に必要な事項を記入します。
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16日㈰

①栗橋、箱崎・桑の浜

23日㈰

②唐丹、尾崎白浜・佐須

30日㈰

③大橋・洞関、大畑団地

６日㈰

①栗橋、箱崎・桑の浜

13日㈰

②唐丹、尾崎白浜・佐須

20日㈰

③大橋・洞関、大畑団地

※６月20日以降の運行情報は、改めてお知らせします
※専用バスの運行は、各地区３週間に１回となっていますので、２回目の接種間隔と一致します

あらかじめ予診票１枚に、住所、氏名、電話番号、生年月日、質問事項への回答などを記入
し準備し、接種当日に忘れずにお持ちください
※体温は、接種する日に自宅で検温し記入しましょう

専用バスの運行地区

釜石市新型コロナウイルス感染症対策本部
問い合わせ

○新型コロナワクチン接種について
釜石市新型コロナワクチン接種推進室

☎22‑4567

○新型コロナウイルス感染症の一般的なこと
市健康推進課 ☎22‑0179
7

☎22‑4568

ページから

ページは新型コロナワクチン接種についての大切なお知らせです

抜き取って大切に保管してください

新型コロナワクチンについて、皆さんに知っていただきたいこと
使用するワクチン
高齢者向け接種に使用されるワクチンは、令和３年２月に薬事承認されたファイザー社のワ
クチンです。このワクチンは２回の接種が必要です。
１回目の接種後、３週間後に２回目の接種を受けてください。

ワクチンの有効性
ファイザー社のワクチンを接種した人が、接種していない人よりも、新型コロナウイルス感
染症を発症した人が少ないということが分かっています。
（発症予防効果は、約95％と報告されています。）

ワクチンの副反応
接種後は、接種部位の腫れ、痛み、疲労、頭痛などの「副反応」が起こる可能性があります
が、大部分は数日で回復します。
治療が必要となったり、障がいが残るほどの重篤な副反応はまれですがゼロではありませ
ん。海外では、まれな頻度でアナフィラキシー（急性のアレルギー反応）が発生したことが報
告されています。もし、アナフィラキシーが起きたときには、接種会場や医療機関ですぐに治
療を受けていただけます。
また、接種後、副反応と思われる体調不良があった場合は、お近くの医療機関やかかりつけ
医にご相談ください。

副反応による健康被害が起きた場合の補償
ワクチン接種では、接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、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）
が起こることがあります。
そのため、救済制度が設けられており、新型コロナワクチンの接種もこの対象となっていま
す。必要な手続については、市健康推進課（☎22‑0179）へお問い合わせください。

接種を受けることができない人や注意が必要な人
○明らかに発熱をしている人、重い急性疾患にかかっている人、ファイザー社のワクチンの成
分に対して過敏症の既往歴がある人については、接種を受けることができません
○心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人や、過去に予防接種を受け
て、接種2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人、過去に
けいれんを起こしたことがある人などは、接種にあたって注意が必要です
◎心配な人は、かかりつけ医にご相談ください。

接種当日の注意事項
接種前に、自宅で体温を測定し、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、接種予定の医療機関またはコールセンターにご連絡ください。
接種は、上腕の筋肉に接種するため、肩を出しやすい服装でお越しください。

ワクチン接種には、接種によって得られる効果と副反応のリスクの両方があり
ます。正しく理解した上で、接種の判断をしましょう。
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