
○ワクチンの効果：重症化の予防

→重症化の防止効果が期待できます。（感染自体を防ぐものではありません。）

○接種により生じる可能性がある副反応：発熱・はれ など

※まれに重篤な症状を引き起こす可能性があります。

○接種回数：一部の医療従事者を除き、２回接種。（今後１回に変更する可能性があります。）

新 型 イ ン フ ル エ ン ザ ワ ク チ ン 接 種 ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て の お 知 ら せ

ワクチン接種の効果とリスクを理解した上で、接種するかどうか判断してください。

■接種費用（自己負担）

・１回目：3,600円、２回目：2,550円（１回目と異なる医療機関で接種する場合は、3,600円）

※接種回数は、今後１回に変更する可能性があります。

■接種までの流れ

①スケジュールと接種場所の確認

■新型インフルエンザワクチンとは

優先接種の対象者に該当する方は、かかりつけの

医療機関に接種を実施しているかお問い合わせくワクチン接種の効果とリスクを理解した上で、接種するかどうか判断してください。

【今後の「接種申込受付」及び「接種」スケジュール（予定）】

受付開始

10 28

■優先的に接種できる方々

・「優先的に接種できる方々」と、その「接種申込受付開始時期」・「接種開始時期」は下図

のとおりです。
・ワクチン接種に関する医療機関への問い合わせは、申込受付が始まってから行ってください。

※接種順は、申込順ではなく病状等を総合的に勘案して決定されます。

■接種費用（自己負担）

・１回目：3,600円、２回目：2,550円（１回目と異なる医療機関で接種する場合は、3,600円）

※接種回数は、今後１回に変更する可能性があります。

■接種までの流れ

①スケジュールと接種場所の確認

②提示書類の用意

③接種の申込

■新型インフルエンザワクチンとは

優先接種の対象者に該当する方は、かかりつけの

医療機関に接種を実施しているかお問い合わせく

ださい。（実施していない場合は裏面の医療機関

へ）

接種時に自分がスケジュールに合った対象者であ

ることを示すための書類（下表参照）をご準備く

ださい。

接種を実施する医療機関にワクチン接種を申し込

んでください。実際の接種日については、医療機

関と相談してください。

② 基礎疾患を有する患者
・「優先接種対象者証明書（かかりつけの医療機関が交付）」

※かかりつけの医療機関で接種する場合は不要
③ １歳から小学校３年生に相当する年齢の小児

優先対象者区分 必 要 書 類
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・「母子健康手帳」又は「各種健康保険被保険者証」

④ １才未満の小児の保護者
・「母子健康手帳」、「各種健康保険被保険者証」又は「住民票」等
（１歳未満の小児と同一世帯であることを確認できる書類）

ワクチン接種の効果とリスクを理解した上で、接種するかどうか判断してください。

【今後の「接種申込受付」及び「接種」スケジュール（予定）】

受付開始

10月28日

受付開始

11月16日

受付開始

11月30日

受付開始

12月14日
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■提出書類リスト

■優先的に接種できる方々

・「優先的に接種できる方々」と、その「接種申込受付開始時期」・「接種開始時期」は下図

のとおりです。
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※接種順は、申込順ではなく病状等を総合的に勘案して決定されます。
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②提示書類の用意
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④接種の実施

■新型インフルエンザワクチンとは

優先接種の対象者に該当する方は、かかりつけの

医療機関に接種を実施しているかお問い合わせく

ださい。（実施していない場合は裏面の医療機関

へ）

ワクチン接種後、接種部位の腫れや発熱などが出

るかもしれません。気になる症状が出たり長引い

たりするときは接種した医療機関に連絡してくだ

さい。

接種時に自分がスケジュールに合った対象者であ

ることを示すための書類（下表参照）をご準備く

ださい。

接種を実施する医療機関にワクチン接種を申し込

んでください。実際の接種日については、医療機

関と相談してください。
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※上記以外の方々については、上記の方々への接種状況をふまえ、対応していきます。

※「基礎疾患を有する方々（最優先）」とは、基礎疾患が有り、入院・通院中の方々のうち「１歳か

ら小学校３年生の年齢に相当する方々」及び「特に重症化のリスクが高い方々として、国が定め

る基準に該当すると医師が判断した方々」です。

■提出書類リスト

■優先的に接種できる方々

・「優先的に接種できる方々」と、その「接種申込受付開始時期」・「接種開始時期」は下図

のとおりです。
・ワクチン接種に関する医療機関への問い合わせは、申込受付が始まってから行ってください。

※接種順は、申込順ではなく病状等を総合的に勘案して決定されます。

■接種場所（医療機関）
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■接種費用（自己負担）

・１回目：3,600円、２回目：2,550円（１回目と異なる医療機関で接種する場合は、3,600円）

※接種回数は、今後１回に変更する可能性があります。

■接種までの流れ

①スケジュールと接種場所の確認

裏面の医療機関

かかりつけの医療機関がある方

かかりつけの医療機関がない方

かかりつけの医療機関があるが、

当該医療機関がワクチン接種を

実施していない方

②提示書類の用意

③接種の申込

④接種の実施

■新型インフルエンザワクチンとは

優先接種の対象者に該当する方は、かかりつけの

医療機関に接種を実施しているかお問い合わせく

ださい。（実施していない場合は裏面の医療機関

へ）

ワクチン接種後、接種部位の腫れや発熱などが出

るかもしれません。気になる症状が出たり長引い

たりするときは接種した医療機関に連絡してくだ

さい。
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ださい。

接種を実施する医療機関にワクチン接種を申し込

んでください。実際の接種日については、医療機

関と相談してください。

新型インフルエンザワクチン接種手続きに関する問い合わせ先（平日：9：00 ～ 17：00）

※低所得世帯等への公費負担制度については、各市町村にお問い合わせください。

○島根県ホームページ（http://www.pref.shimane.lg.jp） の

トピックス 「新型インフルエンザワクチン接種のスケジュール等について」をご覧ください。
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新型インフルエンザワクチンを外来で行う医療機関一覧

※かかりつけ医がいない方は、下記の医療機関にお問い合わせください。

松江市 （0852） 松江市 （0852） 仁多郡 （0854） 出雲市 （0853） 邑智郡 （0855） 浜田市 （0855）

松江市立病院 60-8000 福田内科クリニック 27-1200 奥出雲病院 54-1122 高橋内科医院 21-0237 三笠記念病院 83-2050 中村胃腸科内科医院 22-8000

松江記念病院 27-8111 福庭内科医院 21-5670 石原医院 52-1018 田儀診療所 86-2207 公立邑智病院 95-2111 中村呼吸器内科医院 27-4593

松江生協病院 23-1111 福間内科医院 21-3727 石原医院分院 52-9060 武田医院 43-1007 加藤病院 72-0640 中村整形外科 22-3325

東部島根医療福祉センター 36-8011 星野医院 36-8758 井上医院 52-1030 武田クリニック 43-3355 加藤クリニック 72-2311 中山産婦人科医院 22-0071

浅野小児科医院 21-2776 堀江耳鼻咽喉科医院 28-1133 岩田クリニック 54-1196 武波内科医院 43-3700 仁寿診療所 72-9722 野上医院 32-0031

いきいき.クリニック 27-1551 前之園泌尿器科内科医院 24-6255 永生クリニック 52-0250 たなかペインクリニック 30-6070 君谷診療所 75-1930 波佐診療所 44-0001

池田クリニック 27-6811 松江東健康クリニック 25-0077 加藤医院 54-1011 知井宮堀江医院 21-0918 大和診療所 82-2216 向内科小児科医院 28-0167

いしいクリニック 55-6363 まつしま脳神経内科クリニック 59-5678 千原医院 57-0821 つむらファミリークリニックくみ小児科 23-9393 秦クリニック 75-1661 弥栄診療所 48-5001

板倉胃腸科クリニック 59-2130 三上内科医院 22-0661 鳥上診療所 52-1350 手納医院 22-6660 波多野診療所 75-1232 やすぎクリニック 28-1911

入澤クリニック 38-8211 森脇クリニック 26-7676 飯石郡 （0854） 基常小児科・福代皮膚科 21-1262 比之宮出張所 82-3000 益田市 （0856）

内田クリニック 59-5880 湯原内科医院 25-3508 飯南病院 72-0221 中島医院 53-2116 天川クリニック 95-3679 医師会病院 22-3611

遠藤産婦人科内科小児科医院 26-3017 吉岡医院 76-3466 来島診療所 76-2309 西尾医院 53-5300 星ヶ丘クリニック 84-0006 あんどうこどもクリニック 31-1682

大畑整形外科 22-7100 よねだ内科 28-2500 出雲市 （0853） 入南クリニック周藤 53-5800 三上医院 83-0977 岩本内科医院 23-1133

小村産婦人科医院 25-3888 若槻内科医院 27-3111 島根県立中央病院 22-5111 はしもと内科クリニック 25-0211 江津市 （0855） 大畑医院 22-0506

かじクリニック 27-2600 安来市 （0854） 出雲市立総合医療センター 63-5111 秦医院 28-0117 山崎病院 52-2816 奥田小児科医院 23-0140

梶谷医院 23-7788 日立記念病院 22-2180 出雲市民病院 21-2722 原医院 43-2008 済生会江津総合病院 54-0101 おちハートクリニック 23-1588

片山内科胃腸科医院 26-5511 安来市立病院 32-2121 寿生病院 24-2160 はら呼吸器内科クリニック 25-7455 井廻医院 52-2307 斧山医院 22-1346

門脇内科胃腸科医院 21-2695 おがわ耳鼻咽喉科 23-1187 小林病院 21-5230 深田医院 22-8824 應儀医院 92-0057 金島胃腸科外科 22-2345

釜瀬クリニック 22-1266 河村医院 32-2436 相川耳鼻咽喉科医院 25-3387 ふじのクリニック 24-3387 国沢内科医院 53-0324 神崎耳鼻咽喉科医院 22-0551

きたに内科クリニック 31-6011 白根整形外科医院 28-7000 あいあいクリニック 22-0022 牧野内科 24-2203 鈴木眼科医院 52-1010 くろたに内科クリニック 23-7737

来待診療所 66-0002 杉原医院 23-1236 芦沢医院 22-8228 松本医院 62-3142 鈴木内科眼科医院 52-3739 酒井医院 28-1500

くらたこどもクリニック 61-1688 杉原医院 大塚分院 27-0888 板垣医院 21-1772 三原産婦人科医院 21-0284 能美医院 53-0456 すみかわクリニック 23-1188

講武診療所 82-2809 杉原クリニック 22-1222 伊藤医院 43-1111 もりやま内科医院 25-7800 能美医院 跡市分院 56-2207 津田医院 27-0007

後藤クリニック 20-5100 千原医院 比田診療所 34-0035 伊藤産婦人科眼科医院 63-2195 山岡医院 68-0052 花田医院 55-0005 内藤内科・外科 22-3300

小林医院 21-3407 野坂医院 22-2525 今岡皮膚科クリニック 30-6277 山本内科胃腸科 53-5551 花田医院 浅利分院 55-1002 中島こどもクリニック 24-8521

湖北つきはしクリニック 88-3636 松永外科胃腸科医院 22-1111 いまむら耳鼻咽喉科医院 63-4133 簸川郡 （0853） 花田医院 波積診療所 55-0125 中村医院 56-0008

佐藤内科医院 21-2425 麦谷内科クリニック 22-1855 上野医院 53-2304 出雲徳洲会病院 73-7000 船津内科医院 52-3203 能美小児科医院 24-2886

佐貫内科医院 54-0886 渡部医院 22-2486 江口内科医院 23-3166 斐川生協病院 72-0321 森医院 浅利診療所 55-1022 平野医院 22-0998

佐野内科循環器科医院 21-4772 八束郡 （0852） 及川医院 63-3582 永松医院 72-0680 森医院 尾浜診療所 55-0038 益田整形外科医院 22-1305

さんメンタルクリニック 20-2807 伊藤医院 52-2251 太田医院 62-2166 大田市 （0854） 森医院 黒松診療所 55-1616 ますたに小児科医院 24-0810

清水外科脳外科医院 26-2711 うらしまクリニック 53-0622 大曲診療所 21-1186 石田医院 82-1160 もりとう内科クリニック 52-2057 まついクリニック 31-1830

松北診療所 27-1000 雲南市 （0854） 尾添産科婦人科医院 22-0056 石田医院 山口診療所 82-1160 もりとう内科 松平診療所 57-0050 松本医院 25-2611

信太内科医院 21-2046 公立雲南総合病院 43-2390 小野医院 53-6700 小野医院 82-8328 渡利小児科内科医院 52-2039 美都診療所 52-7272

鈴木内科医院 22-2123 奥出雲コスモ病院 42-3950 梶谷内科小児科医院 21-0325 郷原医院 82-0817 浜田市 （0855） 村野医院 31-2400

たくわ小児科クリニック 20-0808 平成記念病院 45-5111 勝部小児科医院 22-7125 郷原医院 大森出張所 89-0126 山根病院 26-0688 安富診療所 25-2503

たなか内科クリニック 60-5877 掛合診療所 62-0135 加藤医院 21-5520 近藤医院 82-0510 山根病院 三隅分院 32-4343 山尾医院 22-1878

津田小学校前よしの医院 22-1133 狩野医院 45-4714 医療法人嘉村医院 48-0666 真生会 山藤医院 82-5252 あさひ診療所 45-0002 隠岐郡 （08512）

津森医院 34-0125 川本医院 42-0205 かわすみクリニック 25-2111 真生会 山藤医院 湊分院 87-0128 安東医院 27-0343 隠岐病院 2-1356

津森医院 片江出張所 34-0125 清水医院 49-7022 きむらこどもファミリークリニック 20-0903 昭和医院 82-3492 池田医院 23-5353 宇野内科医院 2-2572

津森医院 千酌出張所 75-0354 陶山診療所 45-3111 くにびき診療所ひらた 62-5691 須田医院 88-2124 大橋整形外科医院 23-2150 高梨医院 2-0049

つわぶきクリニック 60-1818 辰村医院 42-0402 外科内科山尾医院 23-0520 田原医院 82-5115 岡本胃腸科内科 23-5555 堤内科医院 2-1327

中西医院 22-8611 田部医院 45-2016 河原泌尿器科医院 62-9155 長久医院 82-2516 沖田内科医院 22-0767 半田内科クリニック 2-6280

中村クリニック 27-2666 長見クリニック 42-5055 児玉医院 43-1365 仁摩診療所 88-9030 笠田医院 22-1621 五箇診療所 5-2005

中村クリニック分院 82-0046 晴木医院 43-2035 後藤内科医院 21-7111 根冝産婦人科医院 82-1027 金城沖田医院 42-1800 中村診療所 4-0011

中村内科循環器クリニック 20-7711 山根医院 42-1116 さくらクリニック 23-3987 渡辺医院 82-9345 斎藤医院 23-0228 布施へき地診療所 7-4346

乃木クリニック 26-5122 よこお小児科 45-5222 佐田診療所 84-0410 仁寿診療所そじき 85-2303 酒井外科内科医院 45-0222 都万診療所 6-2025

野津医院 34-0503 横山内科医院 43-8010 佐藤産婦人科医院 21-0973 仁寿診療所おおだ 86-7130 さわだこどもクリニック 28-3777 （08514）

野津医院 手角出張所 34-0503 横山医院 42-0123 さとうクリニック 62-4311 (0855） すみれ小児科 26-1006 隠岐島前病院 7-8211

野津医院 入江出張所 76-3325 和田医院 45-2220 白枝内科クリニック 25-2110 森医院 井田診療所 66-0366 大麻診療所 26-0014 海士診療所 2-0200

野波診療所 85-2303 角医院 30-6077 （0853） 心療内科田中クリニック 24-1650 浦郷診療所 6-1211

野波診療所 瀬崎出張所 85-2313 瀬島医院 21-6622 富山診療所 86-2207 寺井医院 32-0038 知夫村診療所 8-2011

幡医院 21-3376 そうみやクリニック 22-0333 中村医院 22-1183

林医院 21-5667 竹下内科医院 22-0202 中村医院（三隅） 32-0021

平成２１年１０月２７日現在


