新型コロナウイルスワクチン接種特集号
主な内容
●接種場所（集団接種会場）、予診票記入のポイント ２

2021（令和3）年
No.1700

4/13

●接種場所（個別医療機関）

３

●接種の流れ

４

発行／松戸市
編集／新型コロナウイルスワクチン接種担当室
〒271−8588

松戸市根本387の5

0120−684−389（松戸市ワクチン接種コールセンター）

https://www.city.matsudo.chiba.jp/iryoutoshi/corona̲vaccine/index.html

65歳以上の高齢者への
ワクチン接種券を順次発送しています

(4月2日現在)

4月13日㈫から、65歳以上の高齢者に、新型コロナウイルスワクチンの接種券を順次発送しています（地域によってお手元
に届く日が前後します）。
各世帯への配送状況を個別に確認することは困難なため、４月19日㈪になっても届かない場合は、 松戸市ワクチン接種
コールセンター 0120−684−389までお問合せください。
ワクチン供給の市の割り当て分（予定）
4月12日以降

1,950回分

4月中旬以降

975回分

5月9日までに

約15,000回分

5月10日以降

毎週約35,000回分

6月末までに

全ての高齢者が接種できる数量が
配布されます

ワクチン接種のスケジュール（予定）
4月12日以降
4月13日以降
5月10日以降

高齢者施設入所者から接種を開始
65歳以上の高齢者へ接種券の発送
施設入所者以外の高齢者の
接種開始予定

ワクチン接種 の 優先順位
接種は、重症化リスクを踏まえた順位で実施されます。
2月から実施されている医療従事者などに続き、4月12日からは高齢者施設の入居者などの接種を実施します。その後、国の
接種スケジュールに基づき、基礎疾患を有する人、高齢者施設などの従事者、それ以外の人へ接種券を順次発送し、接種を開
始します。

①65歳以上
の高齢者
昭和32年4月1日
以前に生まれた人
高齢者の皆さんには4月
13日以降、それ以外の皆さ
んにはワクチンの供給量に
合わせて接種券を発送する
予定です。接種には予約が
必要であり、すぐに接種が
受けられるものではありま
せん。また、現在承認され
ているワクチンは2回接種し
ますので、接種券や予診票
などをなくさないようにして
ください。

②基礎疾患を有する人

③高齢者施設
などの従事者

以下の病気や状態で、通院または入院している人
病気など
●慢性の呼吸器の病気
●慢性の心臓病（高血圧を含む）
●慢性の腎臓病
●慢性の肝臓病（肝硬変など）
●インスリンや飲み薬で治療中の
糖尿病または他の病気を併発し
ている糖尿病
●血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧
血を除く）
●免疫の機能が低下する病気（治
療中の悪性腫瘍を含む）
●ステロイドなど、免疫の機能を低
下させる治療を受けている障害
など
障害など
●免疫の異常に伴う神経疾患や神
経筋疾患
●神経疾患や神経筋疾患が原因で
身体の機能が衰えた状態（呼吸
障害など）

●染色体異常
●重症心身障害（重度の肢体不自
由と重度の知的障害とが重複し
た状態）
●睡眠時無呼吸症候群
●重い精神疾患（精神疾患の治療
のため入院している、精神障害
者保健福祉手帳を所持している
または自立支援医療（精神通院
医療）で「重度かつ継続」に該当
する場合）や知的障害（療育手帳
を所持している場合）

高齢者などが入所・居住する
社会福祉施設など(介護保険施
設、居住系介護サービス、高
齢者が入所・居住する障害者施
設・救護施設など）で、利用者
に直接接する従事者

基準（BMI 30以上）
を満たす
肥満の人
※BMI 30の目安は身長170cmで
体重約87kg、身長160cmで体
重約77kgです。
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集団接種会場

市民のみなさんが個々の事情に応じて利用できるよう、次の接種場所を準備しています。

※各会場で予約ができる数・日時は、ワクチン接種予約サイトまたはコールセンター

最新情報は
こちらから
接種場所

0120−684−389でご確認ください。

施設名

住

所

和名ケ谷スポーツセンター体育室
（実施医療機関：新東京病院）

和名ケ谷１３６０

KITE MITE MATSUDO（キテミテマツド）
（実施医療機関：ワクチン接種専門医療機関への接種委託）

松戸１３０７の１
KITE MITE MATSUDO 8 階

松戸運動公園体育館
（実施医療機関：松戸市立総合医療センター（月〜金曜）、市内医療機関からの派遣医師など
（土・日曜））

上本郷４４３４
市内４５カ所
（１５カ所ずつ３週おきに実施）

全市立小学校の体育館
（実施医療機関：市内医療機関からの派遣医師など）

予診票記入の ポイント
記載例を見なが
ら、自 分 の 住 所、
名 前、電 話 番 号、
生 年 月 日、性 別 を
記入します。
現時点は、接種を受
ける日のことです。

千葉
マツド

(例)

松戸

1 9 5 0

基 礎 疾 患を有 する
場合などにチェック
して、病名などを記
入しましょう。
基礎疾患を有す
る場 合 など は 必 ず
か かりつ け 医 に 相
談してから、接種を
受 けるか 判 断して
ください。
記入しません。
接種当日に、接種
についての説明を
受け、接種の効果
や副反応などにつ
いて理解してから、
記入します。
記入しません。
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松戸
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新型コロナウイルスワクチン接種特集号

0 1

タロウ

太郎
0 1

047
366 1111

7 1

ここに は 接 種 が 終
わってから接種券を
貼ります。
接種するまでは何も
貼らないでください。
「診察前の体温」
は当
日接種場所で検温し
てから記入します。
※ただし、接種場所
に向かうにあたって
の検温は必要です。
接種場所に向かう前
に 検 温 し て、発 熱
（ 3 7 . 5 ℃以 上 ）が あ
る場合は、接種を控
えましょう。

新型コロナウイルス
のワクチン接種が1
回目の時は
「はい」
に
チェックしましょう。
2回目の 時 は「 い い
え」にチェックして、
１回目の欄に接種日
を記入しましょう。

●広報まつど

個別接種会場（診療所・病院）

※新東京病院、松戸市立総合医療センターでの接種をご希望の方は、和名ケ谷スポーツセンター体育室（実施医
療機関：新東京病院）、松戸運動公園体育館（実施医療機関：松戸市立総合医療センター）をご利用ください。

2021（令和3）年4月13日

接種券を
お持ちの方
予約はこちら
から

市予約サイト

医療機関名

住

地区

地区

※4月2日時点での情報であり、変更となる可能性があります。最新の情報は、松戸市ホームページ、ワクチン接種予約サイト、コー
ルセンター 0120−684−389などでご確認ください。
所

医療機関名

住

所

松戸市新松戸3の135

桐友クリニック新松戸

高木クリニック

松戸市栄町5の313

高田外科胃腸内科

松戸市古ケ崎101の2

柳澤医院

松戸市古ケ崎803

新松戸加藤耳鼻咽喉科医院

松戸市新松戸4の217石久店舗101号

進藤整形外科

松戸市松戸1139の2

新松戸診療所

松戸市新松戸4の2の2

エム・フォレストビル1階・2階

馬橋・新松戸

ライオンズステーションタワー松戸401

エス・エフ新松戸ビル1階
新松戸内科・糖尿病こばやしクリニック

松戸市新松戸4の141の2

森内科クリニック

松戸市新松戸6の125

松戸市松戸新田21の2

島田医院

松戸市西馬橋3の9の6

松戸市松戸新田245の26

わざクリニック

松戸市西馬橋幸町13

ほっち医院

松戸市松戸2044

上野整形外科

松戸市松戸2268の1

島村トータル・ケア・クリニック
総合クリニックドクターランド松戸

早稲田ビル2階

グリーンマークシティ松戸新田2階
稔台斎藤クリニック

松戸市松戸新田597

恩田メディカルクリニック

松戸市馬橋1828

松

西川医院

松戸市上本郷405

大川レディースクリニック

松戸市馬橋1902

戸

とちき内科循環器科

松戸市上本郷436YMCビル2階

津田内科クリニック

松戸市八ケ崎7の32の11

北松戸皮膚科クリニック

松戸市上本郷436YMCビル5階

にしむら内科クリニック

松戸市上本郷902の5

旭神経内科リハビリテーション病院

松戸市栗ケ沢789の1

パークキューブ北松戸1階

タカハシクリニック

松戸市幸田2の72

北小金クリニック

松戸市小金16の5

大久保医院

松戸市小金きよしケ丘1の13の6

山本病院

松戸市小金きよしケ丘2の7の10

プチモンド八ケ崎1-A

小金・小金原

馬橋・新松戸

松戸市仲井町2の136の1

西村内科循環器科

松戸市仲井町3の79の2

石島医院

松戸市南花島2の27の3

東葛クリニック病院

松戸市樋野口865の2

いらはら診療所

松戸市小金原4の3の2

東葛クリニックみらい

松戸市本町21の2

ながと内科皮膚科クリニック

松戸市小金原4の9の19

都市綜合第3ビル

小金原診療所

松戸市小金原6の1の2

平野医院

松戸市本町5の10

伊藤医院

松戸市大金平4の335

岡産婦人科稔台クリニック

松戸市稔台1の8の21

千葉西総合病院

松戸市金ケ作107の1

稔台吉田内科クリニック循環器科

松戸市稔台1の11の33

新東京クリニック松飛台

松戸市串崎南町27

セレス稔台1F店舗A

せき整形外科クリニック

松戸市五香7の55の1第一国分ビル1階

クリニックソワニエ

松戸市稔台7の2の18

五香病院

松戸市五香8の40の1

西内科神経内科クリニック

松戸市下矢切83の4

松戸外科内科クリニック

松戸市五香西5の3の13

メディクス松戸クリニック

松戸市河原塚146の1

どうたれ内科診療所

松戸市常盤平1の20の3

矢切クリニック

松戸市栗山125の1

秋山クリニック

松戸市常盤平2の14の9

松戸ニッセイ聖隷クリニック

松戸市高塚新田123の1

若葉ファミリー常盤平駅前

松戸市常盤平3の10の1

梨香台診療所

松戸市高塚新田488の25

内科クリニック

セブンタウン常盤平店3階

高塚団地診療所

松戸市高塚新田字天神山123の5

森医院

松戸市常盤平5の9の17

シャルムクリニック

松戸市秋山68の5

花輪医院

松戸市常盤平西窪町9の12

加賀谷正クリニック

松戸市東松戸3の7の19

八柱腎クリニック

松戸市日暮1の15の1

若林胃腸科クリニック

松戸市二十世紀が丘丸山町50の1

三井クリニック

松戸市日暮1の16の1 RG八柱ビル3階

さくらクリニック・松戸

松戸市和名ケ谷1424の22

足立中央クリニック

松戸市日暮2の2の1

松戸整形外科病院

松戸市旭町1の161

清仁会クリニック

松戸市日暮2の3の15

兒玉医院

松戸市三ケ月1543

新松戸駅前クリニック

松戸市新松戸1の373

後藤医院

松戸市日暮6の123の1

新松戸中央総合病院

松戸市新松戸1の380

牧の原クリニック

松戸市牧の原2の48の5

けやきトータルクリニック

松戸市新松戸3の114

六高台内科胃腸科クリニック

松戸市六高台2の18の4

とくいずみ医院

松戸市新松戸3の6

1階
常盤平・五香

東部・矢切

大須整形外科医院

グリーンプラザ八柱第一1階

※各地区内の医療機関の並びは住所順です。
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ワクチン接種 の 流れ
4 月 13 日㈫から、65 歳以上の高齢者に向けて新型コロナウイルスワクチンの接種券を順次発送していますが、お住まいの地域に
よってはお手元に届く日が前後しますので、ご注意ください。
接種券を受け取ったら、下記の流れに沿って準備しましょう。
４月19日㈪になっても届かない場合は、松戸市ワクチン接種コールセンター 0120−684−389までお問合せください。

接種券は 65 歳以上の人に発送しています。65 歳未満の人には後日発送します。

①市から接種券、予診票 2 枚、お知らせ 2 枚が郵送されてきます
4 月 13 日に接種券・予診票などを封書で発送しました。
届いたらまず、氏名などの記載内容に間違いがないか、ご確認ください。
接種券はシールになっていますが、はがしたり切り取ったりせずに、
そのまま接種会場までお持ちください。

※接種券見本

②市ホームページやコールセンターで最新情報を確認

ワクチンの接種時期や場所などの詳細は市ホームページをご覧いただくか、市ワクチン接種コールセンターにお
問い合わせください。また接種場所の一覧は支所や市民センターなどでも配布予定です。なお接種を希望される
全ての人が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。ご安心ください。
●市ワクチン接種コールセンター

0120−684−389

市ホームページ

今回は 65 歳以上の人が対象です。65 歳未満の人は予約できません。

③接種券番号で予約（2 回分）

ワクチン接種には事前予約が必要です。市予約サイトまたはコールセンターで2回分の接種日時・場所の予約を
してください。
●市予約サイト
https://matsudo.vaccine-revn.jp
●市ワクチン接種コールセンター

0120−684−389

市予約サイト

④接種日までに接種券に同封の予診票を記入
2 枚送られてくる予診票の内 1 枚に記入してください（もう 1 枚は 2 回目に接種するときに使います）。
予診票は市ホームページからダウンロードもできます。予診票を印刷する際は、倍率を100%として印刷してください。
※予診票の記入の仕方は 2 面をご覧ください。

基礎疾患のある人などは、必ずかかりつけ医に接種の可否を相談してください。

⑤当日の体調を確認し、予診票・接種券・本人確認書類などを持参して、接種
当日は必ず体温を測定し、明らかな発熱（目安として 37.5℃以上）がある場合には接種は控え、コールセンターに
ご連絡ください。
本人確認書類は運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなどです。
継続してお薬を飲んでいる人は、お薬手帳を持参してください。
室内履きを持参し、できるだけ軽装でお越しください。スムーズな接種のために、予約時間を厳守してください。

接種を受けるときには
こんなことに気を付けましょう
集団会場には着替えのスペースがありません

ワクチンは肩に接種しますので、肩の出しやすいTシャツなどを着用し、
着脱しやすい服装でお越しください。

以下の場合は接種できません

●新型コロナウイルス感染症を含め、感染の疑いがある
●目安として 37.5℃以上の熱がある
●平熱に比べて明らかな発熱がある
接種前に必ず自宅で体温を測定しましょう。

会場内では感染防止対策にご協力をお願いします

「マスクの着用」
「手指の消毒」
などをして、会場内での会話は控えましょう。
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接種前のチェックリスト

用意ができたら

にチェック を入れましょう

以下の持ち物は用意しましたか

接種券
予診票
本人確認書類（運転免許証や健康保険証など）
肩の出しやすい服装
履きなれたまたは滑らない室内履き（集団接種の場合）
マスク

以下はできましたか

熱は測りましたか
熱はないですか
接種当日に予診票は書きましたか
予約の日時は確認しましたか

