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新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）新型コロナワクチン追加接種（3回目接種）
　市では、既に医療従事者および高齢者施設等に入所している人を対象に、追加接種（３回目）を前倒しで進めて
います。また、一般市民（65歳以上の高齢者を先行）を対象とした追加接種も前倒しで行います。
問い合わせ　保健相談センターワクチン接種推進担当☎978－7655

　３回目接種では、１・２回目接種とは異なる種類
のワクチンを接種できます。交互接種の抗体価につ
いて上昇が良好であることが報告されています。

予約のために医療機関への電話や窓口に行くことはおやめください。

接種日 接種会場
２月 ５日（土）

旭ヶ丘病院臨時接種会場
　　 ６日（日）
　　12日（土） 保健相談センター
　　13日（日）

旭ヶ丘病院臨時接種会場
　　19日（土）
　　20日（日）
　　23日（祝）
　　25日（金）

武蔵台公民館
　　27日（日）

接種日 接種会場
３月 ２日（水）

文化体育館「ひだかアリーナ」
　　 ４日（金）
　　 ６日（日） 武蔵台公民館
　　 ８日（火）

文化体育館「ひだかアリーナ」
　　10日（木）
　　12日（土）
　　14日（月）
　　16日（水）

※追加になる場合があります。

予約開始日　
　届いた接種券に記載のある日にちから
接種開始日　２月１日（火）から
実施場所・使用するワクチン
〇個別接種会場（右表）・ファイザー社製ワクチン
※３月は、一部医療機関でも武田/モデ
ルナ社製のワクチンを使用します。
〇集団接種会場・武田/モデルナ社製ワクチン
　 文化体育館「ひだかアリーナ」、保健

相談センター、高萩公民館、武蔵台公
民館、総合福祉センター「高麗の郷」、
旭ヶ丘病院臨時接種会場
対�象　２回のワクチン接種が完了し、追

加接種日時点で18歳以上で日高市に
住民登録のある人
費用　無料（全額公費）

個別接種会場 場所 接種日（祝日を除く）
旭ヶ丘病院
※臨時接種会場

森戸新田101 月曜日～金曜日

岡村記念クリニック 栗坪230－１ 月曜日～木曜日
武蔵台病院 久保278－12 月・火・木・金・土曜日
まえだクリニック 武蔵台１－23－16 水・土曜日
芳村医院 高麗川２－15－15 月・火・水・金・土曜日
水村医院 原宿216－１ 月曜日～土曜日
横田医院 鹿山370－２ 月・火・木・金・土曜日
竹井内科 高萩605－１ 月・水・木・金曜日
島村医院 大谷沢638－１ 火・土曜日
のぞみクリニック 下鹿山527－３ 月・火・木・金・土曜日
あさひ耳鼻咽喉科
クリニック 高萩2436－１ 火・金曜日

追加接種は事前予約制です

〇本人確認ができるもの（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等）
〇接種券（クーポン券）
〇予診票
※追加接種（３回目接種）の予診票は接種券と一体型です。事前に必要事項を記入し、切り離さずお持ちください。
〇お薬手帳（服用中の薬があり、持っている人のみ）

接種当日の持ち物

予約方法　※追加接種（３回目接種）は各医療機関での直接予約は行いません。

集団接種の日程　※集団接種会場は、武田/モデルナ社製のワクチンを使用します。

　ファイザー社製のワクチンと武田/モデルナ
社製のワクチンでは安全性に違いがあります
か？

　武田/モデルナ社製のワクチンは、ファイザ
ー社製ワクチンと同様の高い効果と安全性が確
認されています。
　臨床試験の結果、軽い副作用の発生頻度に多
少の差が報告されていますが、いずれかのワク
チンを接種できるときに接種することをお勧め
します。

Q

A

※武田/モデルナ社ワクチンは、３回目は50㎍接種することにな
っていますが、100㎍接種した結果の報告です。

1回目 ２回目 ３回目 抗体量の上昇率

モデルナ社製 モデルナ社製
モデルナ社製 10.２倍

ファイザー社製 11.５倍

ファイザー社製 ファイザー社製
ファイザー社製 20.０倍
モデルナ社製 31.７倍

「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会」資料

　接種券番号が必要になります。
日高市新型コロナワクチン
追加接種コールセンター
☎0120－482－370
　（フリーダイヤル）
受付時間　
　平日：午前９時～午後７時
　土・日曜日、祝日：午前９時～午後５時

◆コールセンターへ電話予約

　市内各公民館の窓口で、市職員が
予約のお手伝いをします。
受付時間　
　午前９時～午後５時
　（日・月曜日、祝日を除く）

◆各公民館での窓口予約
☎978－7655
受付時間　
　午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）
※保健相談センターでは、１回目および２回目の
接種予約も受け付けます。

◆保健相談センターへ電話予約

安全性

接種までの流れ

※接種会場には15分前をめど
にお越しください。

※３回目接種が可能となる日の
２～３週間前に発送します。

接種券受け取り 予約（５ページ参照） ワクチン接種２ ３１

※直接、医療機関では予約でき
ません。

右のQRコードから
受付時間
　24時間（システムメンテナンス等の時間を除く）

◆LINE予約

https://jump.mrso.jp/112429
右のQRコードから

受付時間
　24時間（システムメンテナンス等の時間を除く）

◆WEB予約
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