
ワクチン接種までの流れ

接種費用

無 料
（全額公費） 

　 コールセンター
　 9:00～17:00
　 土日祝日を除く

・同封の宛名台紙の右上に２回目接種日から８ヶ月経過した日を記載しています。

・次に該当する方は、記載されている接種可能日を前倒して接種が可能です。
 

 （１）医療従事者等や高齢者施設入所者等：６ヶ月経過した日以降

 （２）前記以外で令和3年度中に65歳以上になる方：７ヶ月経過した日以降
                                        （令和４年２月１日から適用）

 別紙「新型コロナワクチン接種会場一覧表」をご確認ください。

  ※1 鳥取県中部１市４町（倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町）内のどちらの会場

                 も接種できるよう共同接種体制を構築しています。

  ※2 会場は追加等の変更があります。最新の情報は倉吉市ホームページをご確認ください。

１ 接種会場を確認する

３ 予約をとる　※本通知が届き次第予約可能

TEL 0858-27-0005

FAX  0858-27-0032

 「MRSO（マーソ）」WEB予約サイト

 https://jump.mrso.jp/312037/

受付可能期間 接種希望日の５日前まで

         （例）接種希望日が２月19日の場合、２月14日までに予約申込してください。

接種会場 別紙「新型コロナワクチン接種会場一覧表」のとおり

　
　 WEB予約
　 24時間対応

 ※1 ワクチンの廃棄を避けるため、キャンセルする場合は接種の５日前までに必ずご連絡ください。

     土日祝日の体調不良等によるキャンセルは、「080-2739-3477」（9:00～17:00）へご連絡ください。

 ※2 すべての方が接種できるように、ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。

       医療機関で予約受付  ➡ 医療機関に直接予約申込

        倉吉市役所で予約受付 ➡ コールセンターまたはWEBで予約申込
                                       ※感染症対策のため窓口での受付は行いません。  

◎ 住民票がある場所 （住所地） 以外での接種について

 ・入院・入所中の医療機関や施設でワクチンを受ける方 ➡ 医療機関や施設にご相談ください。

 ・お住まいが住所地と異なる方 ➡ 実際にお住まいの地域でワクチンを受けられる場合があります。

                 実際にお住まいの市町村の相談窓口にお問い合わせください。

「コロナワクチンナビ」

 https://v-sys.mhlw.go.jp

中部１市４町以外の接種会場は接種総合案内サイト

「コロナワクチンナビ」をご確認ください。

 倉吉市新型コロナワクチン
 追加（３回目）接種のお知らせ

２ 接種可能日を確認する （原則は２回目接種後から８ヶ月後）



◎ ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です

現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談ください。

【お問い合わせ先】

 ・ 必ず同封の「説明書」をお読みいただき、「予診票」をご記入のうえ、接種会場へお越しください。 

  予診票の記載がない場合はお待たせすることがあります。

 ・ 接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱がある場合（37.5℃以上）や体調が悪い場合などは、 

   接種を控え、予約を行った医療機関か市役所へ必ずご連絡ください。

◎ 接種前の注意点について

接種の予約・一般的なお問い合わせ
（接種時期・場所等）

倉吉市新型コロナワクチンコールセンター
（9:00～17:00土日祝日除く）

TEL 0858-27-0005
FAX 0858-27-0032

専門的なお問い合わせ
（有効性や安全性、副反応等）

鳥取県新型コロナワクチン相談センター
（9:00～17:15）

TEL 0120-000-406
FAX 0857-50-1033

制度に関するお問い合わせ
（施策、在り方等）

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
（9:00～21:00） 0120-761-770

◎ 接種日当日の服装等について

(1)この通知が入っている封筒
    の中身一式

     ※予診票はあらかじめご記入
　　　　ください。

(2)本人確認書類

    （健康保険証、運転免許証等）

(3)お薬手帳（お持ちの方）

当日の
持ち物

４ 接種を受ける

(2)本人確認書類 (3)お薬手帳(1)封筒の中身一式

◎ 「接種済証」は大切に保管をお願いします
 同封の「予防接種済証」は新型コロナワクチン接種の記録証明としてご利用いただけます。

接種後も紛失しないよう大切に保管ください。

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報は、
厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」
のページをご覧ください。

検 索厚労　コロナ　ワクチン

「コロナワクチンナビ」

 https://v-sys.mhlw.go.jp

感染 予 防 対 策 の 継 続 を お願 い し ます

密集場
 

所 　　　密接場面　　　　　　　　　密閉空間

　　　「 ３ つの密　（密集 ・ 密接 ・ 密閉）       」    の回避

マスクの着用 　石けんによ
 

る 　　手指消毒用アルコール 　　

  手洗
  

い         による消毒の励行

 ・ ワクチンは筋肉注射のため、上腕の三角筋に接種します。肩を出しやすい服装でお越しください。

・ マスクの着用をお願いします。



       倉吉市コールセンターで予約受付 

医療機関名 住所 電話 特記事項

安梅医院 関金町大鳥居215-1 45-2554

垣田病院 上井302-1 48-1525 ワクチン専用ダイヤル

北岡病院 明治町1031-5 22-3176

倉吉病院 山根43 26-1011 【対象者】通院・入院患者

谷口病院 上井町1丁目13 26-1211

鳥取県立厚生病院 東昭和町150 22-8181
【対象者】厚生病院医師がかかりつけの方で、
    厚生病院での接種が必要な方   

鳥飼内科 昭和町1丁目62 23-2822

野田外科医院 堺町3丁目73-1 22-4734
※電話予約は不可

【予約方法】来院時に予約ください
【対象者】20歳以上

藤井たけちか内科 東昭和町158 47-0000

藤井政雄記念病院 山根43-1 26-2111

※裏面は鳥取県中部4町の会場を掲載しています

医療機関名 住所

あけしまレディースクリニック 幸町507-18

井東医院 上灘町172

上野医院 東昭和町38

打吹公園クリニック 仲ﾉ町770

うなてクリニック 宮川町256-2

大石医院 西倉吉町22-10

大津医院 福吉町1389-5

大山クリニック 丸山町476-3

音田内科 東町435

門脇内科医院 山根586

かほく耳鼻咽喉科クリニック 福庭町2丁目173-3

河本医院 津原392-2

久米の郷 さくら診療所 福光225

信生病院 清谷町1丁目286

医療機関名 住所

西倉吉クリニック※1 秋喜185-3

西田内科 上井町1丁目142

新田内科クリニック 生田360-1

のぐち内科クリニック 上井町1丁目8-5

野島病院※2 瀬崎町2714-1

福嶋整形外科医院 伊木262-2

ふくらクリニック 山根532

松田医院 伊木201-6

宮石クリニック 福庭町1丁目141

みらい内科クリニック 昭和町2丁目233

もりしたクリニック 清谷町1丁目215

森脇クリニック 新町3丁目1081-4

山本内科医院 宮川町2丁目76

       各医療機関で予約受付 

      (1)個別接種協力医療機関

      (2)集団接種会場

※1 西倉吉クリニックは３月から接種開始
※2 野島病院は来院時のみ野島病院でも予約可能

会場名 住所

倉吉市役所第二庁舎 堺町2丁目253-1

倉吉市役所関金庁舎 関金町大鳥居193-1

集団接種は３月から日曜日に左記の会場で実施
 3月12日(土)、13日(日)：市役所第二庁舎
 3月19日(土)、20日(日)：倉吉市役所関金庁舎
  ※土曜は「モデルナ」、日曜は「ファイザー」での接種です。
・4月以降の予定は倉吉市コールセンターにお問い合わせください。

      (1)個別接種協力医療機関

※電話(0858-27-0005)またはWEB）

※各医療機関に直接予約申込してください

1

2

※裏面に接種予定日をメモできる欄を用意しています



地区 医療機関 住所 備考

三朝町 三朝温泉病院 三朝町山田690

湯梨浜町

上原整形外科医院
湯梨浜町はわい長瀬
680-13

【対象者】19歳以上

土井医院 湯梨浜町龍島508-1

みはらクリニック 湯梨浜町田後222-1

吉田医院 湯梨浜町泊750

北栄町
岡本医院 北栄町由良宿552-2 【接種時期】1月31日（月）～

宮川医院 北栄町瀬戸45-2 【接種時期】1月31日（月）～

琴浦町

赤碕診療所 琴浦町赤碕1920-74

岡田医院 琴浦町徳万176-2

林原医院 琴浦町赤碕1092

           倉吉市新型コロナワクチンコールセンター
 【お問い合わせ】 TEL：0858-27-0005 FAX：0858-27-0032
           （平日9 ：00～17：00）

○WEB予約は右のQRコードをスマートフォンで読み取ってください。
    また、倉吉市ホームページにも予約サイトへのリンクを貼っていますので、
    ご確認ください。
 

○接種会場は変更になる場合があります。倉吉市の新型コロナワクチン
    に関する最新情報は市ホームページをご確認ください。

       (1)個別接種協力医療機関(五十音順）

地区 医療機関 住所 電話番号 備考

琴浦町

赤碕内科外科クリニック 琴浦町赤碕1848 55-1321

吉中胃腸科医院 琴浦町丸尾102-1 53-1215

中本内科医院 琴浦町八橋1740 53-1315

森本外科・脳神経外科医院 琴浦町逢束1210 53-0121

      (2)個別接種協力医療機関(五十音順）

予約日程 ※メモとしてお使いください
  

 ○接種会場：    
 

 ○接種日時：  月  日  時  分～

       倉吉市コールセンターで予約受付 ※電話(0858-27-0005)またはWEB）1

       各医療機関で予約受付 ※各医療機関に直接予約申込してください2



筋肉痛 （58.1→49.1％）、関節痛 （42.9→41.3％）  

悪寒 （44.3→35.3％）、リンパ節症 （14.2→20.4％）

疼痛 （88.3→83.8％）、疲労 （65.4→58.7％）

頭痛 （58.8→55.1％）

38度以上の発熱 （15.5→6.6％） 腫脹・硬結 

（12.3→5.4％）

紅斑・発赤 （8.7→4.8％）

 

→ →

 

→ →

頭痛 （54.0→48.4％）、筋肉痛 （39.3→39.1％）

悪寒 （37.8→29.1％）、関節痛  （23.8→25.3％）

38度以上の発熱 （16.4→8.7％）

腫脹 （6.8→8.0％）、発赤 （5.6→5.9％）

リンパ節症（※）（0.4→5.2％）

（注）対象 / 人数：ファイザー２回目 16 ～ 55 歳 /2,682 人、ファイザー３回目 18 ～ 55 歳 /289 人、モデルナ２回目 18 歳以上 /14,691 人、モデルナ３回目 18 歳以上 /167 人

（注）２回目接種と比べた３回目接種での発現割合：   ５ポイント以上少ないもの、    ５ポイント以上多いもの。

（注）武田 / モデルナ社のワクチンは、１・２回目は 100 ㎍、３回目は 50 ㎍接種している。

 （※）ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後１か月以内のデータを記載。

◎接種の対象

◎使用するワクチン

１・２回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人 が、

３回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、 武

田/モデルナ社ワクチン（※）を受けた場合のいず 

れにおいても、抗体価が十分上昇すること

効
果

安
全
性

接 種 費 用

無 料
（全額公費） 

50％以上

10 - 50%

1 - 10％

疼痛 （78.3→83.0％）、疲労    （59.4→63.7％）

ワクチンの組み合わせ 抗体価

ファイザー モデルナ

武田/モデルナ社のワクチンも
３回目の接種に使用できるようになりました

２回目のワクチン接種を終了した18歳以上の方

追加（3回目）接種に使用するワクチン
についてのお知らせ

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承 認において、３回目の接種後７日以内の副反応

は、１・２回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現 

率に差があるものの、おおむね１・２回目と同様の症状が見られました。

１・２回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使

用します。ファイザー社は１・２回目の接種量と同量ですが、武田/モデルナ社は半量になります。

◎3回目の接種の安全性と効果

◎１・２回目と異なるワクチンを用いて３回目接種した場合の安全性と効果

出典：特例承認に係る報告書より

武田/モデルナ社（２回目→３回目接種後の症状）ファイザー社（２回目→３回目接種後の症状）発現割合

３回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化 す

る人が少ないと報告されています。

英国では、２回目接種から12 週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて３回目接種を行った場

合 の研究が行われ、その結果が報告されています。

３回目の接種後７日以内の副反応は、１・２回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを 

接種しても安全性の面で許容されること

（※）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るが、本研究では 100 

㎍接種した結果が報告されている。

安
全
性

効
果

出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

ファイザー

ファイザー ファイザーファイザー

抗体価は

上昇

● ● ●

● ● ●

鳥取県倉吉市



感 染 予 防 対 策を

継続していただく

ようお願いします
密集場  所 密接場面     密閉空間

「３つの密（密集・密接・密閉）」の回避

マスクの着用 石けんによ  る 手指消毒用アルコール 

手洗   い による消毒の励行

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報

については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワ 

クチンについて」のページをご覧ください。

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

厚労 コロナ ワクチ  ン 検 索

よくあるご質問

◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

Q.３回目接種はどのようにしたら受けられますか。

Q.武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

A.武田/モデルナ社のワクチンにおける３回目接種は、１・２回目接種で用いた量の半量となります。

２回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。

（注）接種後の症状のうちリンパ節症は、２回目よりも３回目の方が多く見られます  。 出典：特例承認に係る報告書より

Q.ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

A.１・２回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、２回目接種から約半年後も高

い重症化予防効果（※）が維持されています。

ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの１・２回目接種の効果を約半年間比較した観察研究

では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防（※）の効果が有意に

高かったと報告されています。

（※）重症化予防には入院予防を含む。

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. ／ Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. ／ Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

Q.１回目・２回目の接種をまだ受けていませんが、まだ受けられますか。

A.お住まいの市町村から３回目用の接種券等が送付されましたら、 

 ワクチンを受けたい医療機関や会場をお探しのうえ、予約をお願いします。

A.受けられます。公費で受けられる期間は、現在のところ令和４年９月30日までです。この期間であ

れば、１・２回目接種も無料ですので、ご希望の方はお早めに受けてください。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意 

思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすこ 

とはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。


