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「なばり暮らし」の情報紙

詳しくは、接種券に同封のお知らせをご確認ください

 市新型コロナウイルスワクチン相談コールセンター　  63‐7306

　3月 14日現在の情報を掲載しています
　国の通知などで内容が変更になる場合があります
　ワクチン接種の最新情報は市ホームページをご覧ください

新型コロナ
ワクチン特別号

新型コロナワクチン３回目接種4～5月
接 種 医療機関での接種方法の変更 ／ 集団接種 日程追加 ほか

7306
加 ほか

▶市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と重症化予防の観点から、国の方針
に基づき、新型コロナワクチンの３回目接種（追加接種）を実施しています（無料）。
▶今回、4月以降の医療機関での接種方法を一部変更するほか、市立病院の 5月の集団接
種日程を追加しています。
▶接種の対象者には、市から 3 回目接種に必要な接種券などを順次発送します。現在は、
令和 3年 10月までに接種を完了した人に対して発送済です。令和 3年 11月以降に接
種を完了した人の接種券については、発送時期などが決まり次第、お知らせします。

医療機関 電話番号 予約方法          
東整形外科（桔梗が丘８）
上坂内科（赤目町丈六）
おおふち医院（梅が丘南１）
かも内科消化器科（桔梗が丘）
（総合医療クリニック桔梗）
さかい循環器内科クリニック（希央台3）
卓山医院（桔梗が丘南１）
田合医院（木屋町）
ちひろ内科クリニック（希央台４）
信岡医院（桔梗が丘５）
はしもと総合診療クリニック（蔵持町里）
福喜多耳鼻咽喉科（鴻之台３）

藤本産婦人科（平尾）

ますだ呼吸器科クリニック（瀬古口）
矢倉医院（新田）

やまがみ眼科（希央台４）

百合が丘クリニック（百合が丘東１）

65‐2130
64‐8211
62‐7800

66‐1190

62‐0500
65‐0001
63‐0271
41‐0005
65‐0023
61‐3366
63‐1133

63‐0995

41‐2277
65‐2251

62‐0888

64‐2000

電話・窓口
電話・窓口
電話

電話

電話
電話
電話
電話
電話

ホームページ
電話

電話・窓口

電話・窓口
電話

電話

電話

月･火･水･金…午前9時～正午、午後3時～7時　木･土…午前9時～正午
月･火･水･金…午前8時30分～午後6時、木・土…午前8時30分～正午
月･水･金…午前9時～正午、午後5時～7時　火･木･土…午前9時～正午
月･火･水･木･金…午前8時30分～11時30分、午後5時～6時30分　
土…午前8時30分～11時30分
月･火･木･金…午前8時～正午、午後4時～6時30分　水･土…午前8時～正午
月･火･水･金…午前9時～正午、午後3時～6時30分　木･土…午前9時～正午
月･火･水･金･土…午前9時～正午、午後2時～6時
月･火･水･金…午前9時～11時、午後4時～6時　木…午前9時～11時
月～土…午前9時～午後1時
電話予約不可。詳しくはHP（https://hashimoto-clinic.or.jp）をご覧ください。
月･火･水･金･土…午前9時～11時30分、午後3時～6時　木…午前9時～11時30分
月･火･金…午前10時～午後0時30分、午後2時30分～6時30分
木…午前9時～正午　土…午前9時～午後1時
月･火･水･金…午前9時～正午、午後4時～7時　木･土…午前9時～正午
月･水･金…午後2時～6時
月･水･金…午前9時～午後0時30分、午後3時30分～6時30分
火･木･土…午前9時～午後0時30分
月･水･木･金…午前9時～午後0時30分、午後4時～7時　土…午前9時～正午

受付時間など

 個別接種　　　各医療機関の予約方法・受付時間などをご確認の上、事前に予約してください

◎ 上表以外
3 3

の医療機関で2回目接種を受けている場合は、3回目接種について当該医療機関にご相談ください。

接種方法（4 月以降）

3回目接種は、原則、ご自身の2回目接種時と同じ方法（集団接種か個別接種）で接種を受けていただくようにご案内してきましたが、4月以降、
下表の医療機関では、2回目接種を「集団接種」などで受けた場合でも（かかりつけ医でなくても）、接種いただけるようになります。

集団接種
▶3会場で実施中
▶武田／モデルナ社
のワクチンを使用

個別接種
▶下表の医療機関では、2回目接種を「集団接種」
などで受けた場合も接種予約できます。
▶ファイザー社のワクチンを使用

▶ 2回目接種完了から 6カ月以上経過後
　 （接種日時点で 18歳以上の人）

3/14 現在

　例）昨年 10月 15日に 2回目接種
　　  ➡ 4月 15日以降に 3回目接種が可能



令和 4年（2022年）3月 25日 　2　

効果と副反応のリスクの双方を理解いただき、自らの意思で接種を受けてください。接種を受けた、受けていないといった理由による差別や偏見は許されません

オミクロン株にも３回目接種の
効果はある？

オミクロン株に対する１・２回目接種による
発症予防効果は、デルタ株と比較して低下す
るものの、追加接種により回復することが示
唆されています。入院予防効果も、デルタ株
と比較すると一定程度の低下はありますが、
発症予防効果と比較すると保たれており、追
加接種で回復することが報告されています。

電話予約

0120‐708‐567

名張市 集団接種予約センター

インターネット予約

市ホームページから予
約サイトにログインし
て予約してください

 https://www.city.nabari.lg.jp

フリーダイヤル

会 場 接種日(3回目） 時間帯

午後2時～4時30分

名張市立病院
（百合が丘西1-178）

イオン名張店 リバーナ
3階 特設会場
（元町376）

月～水曜日
【月・水曜日】
 午後2時～4時
【火・金曜日】
 午後2時～3時

4月 2日・9日・16日・23日・30日

4月 3日・10日・17日・24日

4月 4日・5日・6日・8日・11日・12日・
     13日・15日・18日・19日・20日・
　  22日・25日・26日・27日

午前9時～11時30分
午後2時～4時30分

日曜日

土曜日

寺田病院
（夏見3260-1）

＜土・日曜＞
名張市・名賀医師会

実施主体
医療法人  寺田病院

実施主体　名張市
日曜日

土曜日 4月 2日・9日・16日・23日・30日 午前9時～11時30分
午後1時～3時30分4月 3日・10日・17日・24日

金曜日
・

月・木曜日 4月 11日・14日・18日・21日・25日・28日

月曜日 4月 4日・11日・18日・25日 午前9時30分～11時30分
午後1時30分～3時30分

実施主体
  ＜月曜＞名張市

午後3時～4時

5月 1日・8日・15日・22日・29日 午前9時～11時30分
◎耳が不自由な人は、障害福祉室へ
ファクス（63‐4629）で、名前・
生年月日・ファクス番号・接種希望
の旨をお伝えください。

▶かかりつけ医がいない場合は、下表の医療機関にご相談ください（受診する際は、必ず事前に電話で相談・予約をしてください）

午前 9時～午後 7時  
( 土・日・祝は午後 5時まで )

▶市立病院の5月の接種日程を追加しました（予約には3回目接種の接種券が必要です）。

 集団接種　　　インターネットか電話で予約してください

ファイザー社と武田／
モデルナ社のワクチンの
安全性に違いはある？

いずれも安全性を確認した
上で承認され、世界各国で
接種されています。接種後の
軽い副反応については、症
状ごとの頻度などに多少の
違いがみられます。

ワクチン Q＆A新型コロナワクチンの有効期限が延長されています

令和 4年2月に厚生労働省から通知があり、ファイザー社
ワクチンと武田 /モデルナ社ワクチンの有効期限が6カ月から
9カ月へと延長されました。
ワクチン接種時に交付している「新型コロナワクチン予防接
種済証」などに貼り付けるワクチンの製造番号シールにも有効
期限が 9カ月よりも短い期間で印字されている場合があります
が、ワクチンの有効期限が延長されており、接種し
ても差し支えない期限とされていますので、ご安心
ください。なお、有効期限の誤認を防止するため、
手書きやシール貼付で有効期限を訂正しています。

発熱などのある人
の相談先（市HP)

① まずは電話でかかりつけ医など、身近な医療機関にご相談ください

医療機関 電話番号 診療　 検査

福喜多耳鼻咽喉科（鴻之台3）
東整形外科（桔梗が丘8）

みらいのこどもクリニック（希央台4）

なばりこどもクリニック（鴻之台3）
寺田病院（夏見）
上坂内科（赤目町丈六）
名張市立病院（百合が丘西1）
山尾医院（つつじが丘北４）

百合が丘クリニック（百合が丘東１）

はしもと総合診療クリニック（蔵持町里）
田合医院（木屋町）
うえなみ内科クリニック（鴻之台2）
矢倉医院（新田）

63‐1133
65‐2130

62‐3888

62‐2105
63‐9001
64‐8211
61‐1100
68‐1055

64‐2000

61‐3366
63‐0271
63‐9321
65‐2251

〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇
〇

〇

〇
〇
〇
〇

通常の診療時間内
月・火・水・金…午後7時30分～9時30分
月・火・水・金…午前9時～正午、午後4時45分～7時
木…午前9時～正午　土…午前9時～正午、午後3時30分～5時
通常の診療時間内
月・火・水・金…午後1時～3時
月・火・水・金…午前9時30分～11時、午後4時～5時　木・土…午前9時30分～11時
月～金…午前9時～午後4時　土・日…午前10時30分～正午、午後1時～3時30分
金…午後1時～3時　
月・水・木・金…午後0時30分～1時30分、午後7時～8時　
土…正午～午後1時、午後3時30分～4時30分
月・水・金…午前9時～正午、午後4時～7時　火・木・土…午前9時～正午
通常の診療時間内
通常の診療時間内
金…午後2時～4時

対応時間

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇

② 相談する医療機関に迷う場合や、休日・夜間などは「受診・相談センター」 にご相談ください
 　受診・相談センター／  24‐8050　午前 9時～午後 9時（伊賀保健所内 /休日可 )

新型コロナ「発熱や咳など心配な症状があるときの相談先」のご案内 3/14現在

詳しくは
厚労省 HP

詳しくは
厚労省 HP

▶ 時間外（午後 9時～翌日午前 9時）は、三重県救急医療情報センター   （  059‐229‐1199 ）へ


