今、知っておきたいこと

接種券が届いた人へ

特 集

1 回目
384011

券番号
氏名

0000123456
松前

太郎

接種の順番が来た人に、接種券が届きます。

※ シールになっている部分は、台紙からはがさないでください。
※ 予約に必要な接種券番号は右の場所にあります。

予約 する

受付開始日

2

接種日時を

5 月 6 日㊍
75 歳未満の人（昭和 22 年 4 月2日以降生まれ）→ 5 月 13 日㊍

75 歳以上の人（昭和 22 年 4 月1日以前生まれ） →

3 週間程度間隔を空けて、2 回接種が必要です。接種
方法は、松前公園体育館 2 階アリーナで行う集団接種と
町内実施医療機関
（右表）
で行う個別接種から選べます。
接種券を手元に用意し、次のいずれかの方法で接種
日時を予約しましょう。予約の変更も同じです。

▲

コールセンターへ電話で予約

▲

インターネットで予約

①スマートフォンなどで右の QR コードを読み
込んで、接種予約ページにアクセスする。
②接種券番号と生年月日でログインし、画面の案内に
従って希望の接種場所・日時を予約する。
※ 予約した接種場所・日時は同じ手順で確認できます。

おち内科循環器科

大溝 508-12

おひさまファミリークリニック

筒井 399-1

梶原クリニック

出作 1-1

河辺整形外科

浜 858

木口内科

西高柳 110-1

高瀬内科胃腸科

出作 539-1

たけだ内科クリニック

筒井 947-7

武智ひ尿器科・内科

恵久美 711

友澤外科

北黒田 173-1

Dr. 盛次診療所

筒井 1540

兵頭クリニック

中川原 456

松前病院

筒井 1592

松野内科クリニック

大間 166-1

むかいだ小児科

松前町に住民登録が

▲

終息が見えない新型コロナ

53

国内の感染者数は、４月 日現

広報

在で 万４０５２人、うち入院治

療などが必要な人は４万５８８人

に達し、９６４１人が死亡してい

ます。愛媛県でも感染が拡大し、

19

独自の警戒レベル「感染対策期」を

５月 日まで延長するなど、終息

の兆しは見えていません。

重症化を防ぐために

現在日本で承認されているファ

イザー社のワクチンは、２回の接

種によって発症（発熱やせきなど

の症状が出ること）を防ぐ効果が

認められています。コロナ禍の終

わりが見えず、特効薬も開発途中

の今、ワクチン接種は自分自身を

守るだけでなく、感染者の重症化

事前記入に
ご協力を

を防ぎ医療機関の負担を減らす

予診票の

65

歳以下の人

※ 接種券の送付は、
6 月下旬予定

※ 4 月23日に接種券を郵送済み

ための重要な手段にもなります。

町から送付された接種券と予診票
本人確認書類
（運転免許証など）
お薬手帳
（持っている人だけ）

2 64

歳以上になる人

（昭和 32 年 4 月1日以前生まれ）

ある、16 歳以上の人

接種開始は５月から
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【対象者】

※ 上記医療機関に直接予約することはできません。
※ むかいだ小児科は、64 歳以下の接種のみです。

◉接種当日の持ち物

1 65

今年度中に

歳以上の人へのワクチン接種は

5

ワクチン接種の対象者と順番

５月中旬ごろから開始する予定で

くは接種券に同封する書類を確認してください。

受付時間 9 時～ 18 時
（㊏・㊐、㊗を除く）

す。接種費用の負担はありません。

い場合は接種を控え、予約を変更してください。
※ 集団接種日は、会場までの送迎バスが出ます。詳し

☎ 909-3253

接種券が届いた人で接種を希望

接種前に自宅で検温し、熱がある場合や体調が悪

問松前町コロナワクチンコールセンター

恵久美 792-1

右の持ち物を用意して、予約した場所で接種します。
※ 半袖など肩を出しやすい服装でお越しください。
※

接種方法など
不明な点はこちらまで

する人は、次のページで紹介する

接種 する

所在地

手順に従って、予約をしましょう。

3

予約した場所で

医療機関名

▲

①コールセンター（☎ 909-3253）
へ電話する。
②オペレーターに接種券番号、氏名、生年月日、連絡
先を伝え、希望の接種場所・日時を予約する。
③予約した接種場所・日時をメモしておく。

◉町内実施医療機関（予定）

町では、
皆さんが安心して新型コロナワクチン（以下「ワクチン」
）

2

を接種できるよう、医療機関と連携しながら準備を進めています。

確認 する

ワクチン接種

愛媛県伊予郡松前町

ワクチン接種の手順や疑問に思うことなど、

券種
請求先

今、知っておきたいことを一緒に確認しましょう。

1

郵送で届く接種券を

新型コロナワクチン接種

ワクチン接種の手順

19
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ワクチン接種は本人の意思で

ワクチン接種は、感染症予防の

効果と副反応のリスクを理解した

上で、本人の意思に基づき行うも

のです。周りの人に接種を強要し

たり、接種を受けていない人に対

して差別的な対応をしたりする

ことがあってはなりません。

また、明らかに発熱している人、

重い急性疾患にかかっている人や

ワクチンの成分に対し重度の過敏

症の既往歴がある人などは接種を

受けられません。６ページで紹介

したように、持病のある人や妊娠

している人などは、必ず接種前に

かかりつけ医と相談しましょう。

引き続き感染症予防の徹底を

ワクチン接種をすることで、新

型コロナウイルス感染症の発症を

予防する効果が期待されています

が、他の人への感染をどの程度予防

できるかはまだ分かっていません。

さらに、ワクチン接種は段階的

に行われ、すぐに多くの人が受け

られるわけではないことから、今

後も基本的な感染症予防が必要で

す。三密の回避、
マスクの着用、せっ

けんによる手洗いやアルコール消

毒の徹底など、感染症予防を継続

しましょう。

受けよう！ 総合健診

information

コロナ禍の影響で、がん検診の受診者
が減少しています。
がんは発見が遅れるほど治療が困難に

集団健診の申し込みが便利に

なると言われています。早期発見のカギは、
定期的に検診を受けることです。貴重な機
会を逃さないようにしましょう。

5 月 17 日㊊から、令和 3 年度集団健診の申し込み方法

ださい。
※

Q
A

強制ですか？

接種は

任意です。

▲

受け付け中

New
2 電話

申込書を記入し、子育て・健

5/17㊊～開始

健診予約ダイヤルへ電話し、

発症や重症化の予防が期待できます。

クチン接種を受けるよう努める「努力義務」
が

化を防ぎます。厚生労働省によると、インフルエンザ

あります。

ワクチンの有効性が約 40 ～ 60％なのに対し、新型

しかし、接種を強制するものではなく、罰

妊婦が受け

のある人や
ても大丈夫ですか？

New
3 インターネット

効果は？

接種の

発熱やせきなどの症状が出ることを予防し、重症

かかりつけ医と相談しましょう。

申し込み方法

Q
A

予防接種法に基づき、16 歳以上の人にはワ

Q 持病
A

ド）
からも確認できます。

申込書

そんなワクチン接種に関する疑問を、
伊予医師会会長の河辺先生に聞きました。

コロナワクチンの有効性は約 95％と高い数字です。
多くの人がワクチン接種をすることで、重症者や死
亡者を減らし、集団免疫もできるといわれています。
結果として、医療機関の負担軽減にもつながります。

同案内は、町ホームページ（右の QR コー

1

「ワクチン接種って安全なの？」
「絶対に打たないといけないのかな？」

して、本人の意思で接種を受けましょう。

三密回避、検温や消毒
など感染予防を徹底し
ていますので、安心し
て受診してください。

総合健診のご案内」を確認の上、次の方法で申し込んでく

Q＆A

則もありません。効果や副反応のリスクを理解

に健診予約ダイヤルとインターネット予約を追加します。
広報まさき 4 月号と一緒に配布した、
「令和 3 年度松前町

ワクチン接種の

Q 副反応
A

が心配です…

どんなワクチンでも副反応はあります。

心臓病、腎臓病、肝臓病、血液疾患や免疫

ワクチン接種をすることで、体の中に病原体に対

不全などで治療中の人、薬や食品に対する重い

する免疫が作られますが、その過程で数日以内に次

スマートフォンなどで下の QR コー

アレルギー症状が出たことのある人、妊婦や授

のような副反応が起こる可能性があります。

5/17㊊～開始

康課健康増進係の窓口に持参

申込者の住所、氏名や希望する

ドを読み込んで、予約ページにアク

乳中の人などは、ワクチン接種を受ける際に注

発現割合

するか、郵送・メールで提出する。

健診項目などを伝える。

セスし、画面案内に従って必要事項

意が必要です。かかりつけ医と相談し、予防

50％以上

【健診予約ダイヤル】

を入力する。

☎ 0120-489-355
※

回ると判断された場合に接種を受けましょう。

受け付け時間は、9 時 ～
17 時（㊏・㊐、㊗を除く）

接種を受けることによる有益性が危険性を上

※

24 時間いつでも申し込み可能

10％未満

▲

伊予医師会会長

☎ 985-4118

メール 731hoce@town.masaki.ehime.jp

河辺整形外科院長

河辺 憲郎 先生
7
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おう と

吐き気、嘔吐

ある「アナフィラキシー」の発生は極めてまれである

松前町大字筒井 631 番地（福祉センター 2 階）
子育て・健康課健康増進係

筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、
接種部位の腫れ

ワクチンの成分に対する急性のアレルギー反応で

申込先・問い合わせ

松前町役場

接種部位の痛み、疲労、頭痛

です。
※ 登録は 5 分程で完了します。

〒 791-3192

10 ～ 50％

症状

ものの、ゼロではありません。ワクチン接種後 15 ～
30 分はその場で経過を見て、
万が一アナフィラキシー
が発生した場合は、その場で医療従事者が必要な
対応を行います。
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