
新型コロナワクチン接種の予診票（追加接種用）

※太枠内にご記入またはチェック□を入れてください。

住民票に
記載されて
いる住所

生年月日
（西暦）

質問事項 回答欄 医師記入欄

医療機関
記入欄

新型コロナワクチン接種希望書

新型コロナワクチンの接種を受けたことがありますか。

現在、何らかの病気にかかって、治療（投薬など）を受けていますか。

最近1ヶ月以内に熱が出たり、病気にかかったりしましたか。　病名（　　　　　　　　　　　　　）

今日、体に具合が悪いところがありますか。　症状（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

けいれん（ひきつけ）を起こしたことがありますか。

薬・食品など原因になったもの（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

これまでに予防接種を受けて具合が悪くなったことはありますか。

現在妊娠している可能性（生理が予定より遅れているなど）はありますか。または、授乳中ですか。

2週間以内に予防接種を受けましたか。　種類（　　　　　　　　　）　受けた日（　　　　　　）

今日の予防接種について質問がありますか。

時間外（受付時間　　　　：　　　　） 休日 小児（6歳未満）

※該当する項目について、マークの形からはみ出さないように濃く塗りつぶしてください。

予備① 予備②

年 月 日
被接種者又は
保護者自署

（※自署できない場合は代筆者が署名し、代筆者氏名及び被接種者との続柄を記載）

（※被接種者が16歳未満の場合は保護者自署、成年被後見人の場合は本人又は成年後見人自署）

医師の診察・説明を受け、接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種を希望しますか。（　　 接種を希望します ・　　接種を希望しません）

ワクチン名・ロット番号 接種量

実施場所

医師名

実施場所・医師名・接種年月日 ※医療機関等コード・接種年月日は枠内に収まるよう記入してください。

医療機関等コード

接種年月日

年 月 日2 20

※記入例）４月１日→０４月０１日

医
師
記
入
欄

シール貼付位置

このことを理解の上、本予診票が市町村、国民健康保険中央会

及び国民健康保険団体連合会に提出されることに同意します。

※枠に合わせてまっすぐに

　貼り付けてください

（注）有効期限が切れていないか確認

ml

この予診票は、接種の安全性の確保を目的としています。

種類（　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　症状（　　　　　　　　　　　　　　　）

薬や食品などで、重いアレルギー症状（アナフィラキシーなど）を起こしたことがありますか。

病　　名：□心臓病　□腎臓病　□肝臓病　□血液疾患　□血が止まりにくい病気　□免疫不全

□毛細血管漏出症候群　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

治療内容：□血をサラサラにする薬（　　　　　　　　　　）□その他（　　　　　　　　　　）

接種日　　　　　　（1回目：　　　　　　　　　　　　 2回目：　　　　　　　　　　　 ）

接種を受けたワクチン（1回目：　　　　　　　　　　　　 2回目： ）

（満　　　　　　歳） 男・ 女 診察前の体温 度 分

電話

番号氏　名

フリガナ

はい いいえ

現時点で住民票のある市町村と、接種券又は右上の請求先に記載されている市町村は同じですか。 はい いいえ

『新型コロナワクチンの説明書』を読んで、効果や副反応などについて理解しましたか。 はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

医師記入欄

医師署名又は記名押印
以上の問診及び診察の結果、今日の接種は（　　  可 能　・　　 見合わせる ）

本人に対して、接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について、説明した。

券 種 （ □ 予診のみ） 回目

請 求 先

券 番 号

氏 名

氏 名

住 所

生年月日

新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証（臨時接種）

Certificate of Vaccination for COVID-19

3 回目

接種年月日

年

月　　日

接種場所

あなたの接種券番号：

メーカー/Lot №

（シール貼付け）

切

り

取

ら

ず

に

接

種

場

所

に

お

持

ち

下

さ

い

この書面は、あなたが３回目のワクチン接種をした事実を証明する大事な書面ですので、
大切に保管してください。

新型コロナウイルスワクチンを受けられます。費用負担はありません。

接種を受けるときは、この用紙と予診票を忘れずにお持ちください。

福岡県八女市長

福岡県八女市

新型コロナワクチン1、2回目接種記録

1回目 2回目

接 種 年 月 日

メ ー カ ー

以降に

あなたは

３回目接種可能となります。

(発行元)

〒834-8585　福岡県八女市本町647

八女市役所　健康福祉部　健康推進課

フリーダイヤル　0120-567518

新型コロナワクチン

追加（３回目）接種のお知らせ
令和４年３月以降に追加接種の対象となる方へ

2022年1月27日

クーポン券が届く1

接種会場を予約する2

ワクチン接種までの流れ

久留米市

ホームページ

QRコード

A402036

〇新型コロナワクチンの追加接種は、２回の接種を完了した18歳以上の方が、
２回目接種から一定の期間（＊）を経過すると受けることができます。

＊「一定の期間」は次のとおりです。

〇上の表に基づき、クーポン券にそれぞれの「接種可能日」を記載しています
ので、必ず確認してください。

〇クーポン券が届き次第予約ができます。必ず接種可能日以降に接種するように予約してください。

〇ワクチンの供給にあわせて順次予約枠を拡大していきます。焦らずに次の予約枠の開放をお待ちください。

　久留米市公式LINEのお友達登録をしていただくと、予約が可能となるタイミングで通知を受け取れて便利です。

〇ワクチンは原則、住民票のある市町村（住所地）で受けます。

※住所地以外でのワクチン接種については、裏面をご覧ください。
※接種会場などの情報は、その時点の接種体制に合わせて変わりますので、最新情報を久留米市ホームページで確認してください。
※追加接種では、1・2回目と異なる種類のワクチンを接種することもあります。
※別の予防接種（インフルエンザ等）を行う場合は、13日以上間隔を空けてください。
※公共施設で使用するワクチンの種類は、供給状況によって変わる可能性があります。
※令和4年4月以降は対象者が減少するため、体制を縮少する可能性があります。

久留米市

接種可能日

◎予約サイトで予約

予約サイトのQRコード➡

予約サイトで入力するパスワードは生年月日（西暦8ケタの数字）です。（初期化されています）例：1950年1月1日生まれ → 19500101

使用するワクチン：モデルナ

使用するワクチン：ファイザーかモデルナのいずれか

対象者の区分 2022年2月時点 2022年3月以降

医療従事者等 6か月 6か月

65歳以上の方 7か月 6か月

64歳以下の方 8か月 6か月

◎コールセンターで予約 8：30～21：00（土日・祝日含む）
TEL 0942-30-9816
FAX 050-3819-8312(耳や言葉が不自由な方)

【同封されているもの】

久留米市

公式LINE

QRコード

個別接種医療機関（別紙）に直接予約（令和4年4月末で終了予定）
個別
接種

集団
接種

・接種済証兼クーポン券
　一体型予診票(A３)
・接種案内チラシ(このお知らせ）
・個別接種医療機関一覧
・ワクチン説明書(ファイザー・モデルナ)

令和4年3月31日までの集団接種会場 令和4年1月27日時点

※協力医療機関では、祝日は実施しません

14：00～16：00

13：30～15：00

14：00～15：30

13：30～16：00

9：00～12：00

13：00～16：00

9：30～11：30

14：00～16：30

14：00～16：30

14：00～17：00

13：30～15：30

14：00～16：30

久留米大学病院

聖マリア病院

JCHO久留米総合病院

新古賀病院

古賀病院21

内藤病院

高良台リハビリテーション病院

田主丸中央病院

神代病院

安本病院

ファイザー

ファイザー

ファイザー

ファイザー

ファイザー

ファイザー

ファイザー

ファイザー

ファイザー

ファイザー

ファイザー

ファイザー

旭町

津福本町

櫛原町

天神町

宮ノ陣

西町

藤光町

田主丸町

北野町

三潴町

火～木

月～金

月～金

月～金

土

月～金

日

月～金

水・木

火・木・土

月・水・金(2月14日実施なし)

月～金

協力医療機関 所在地 実施日（毎週） 時 間 使用ワクチン

14：00～16：30

14：00～16：30

14：00～16：30

14：00～16：30

14：00～16：30

14：00～16：30

14：00～16：30

14：00～16：30

久留米アリーナ1階

久留米市役所2階くるみホール

田主丸そよ風ホール1階

北野生涯学習センター1階

城島げんきかん2階

三潴生涯学習センター2階

モデルナ

ファイザー

モデルナ

ファイザー

ファイザー

ファイザー

ファイザー

ファイザー

東櫛原町

城南町

田主丸町

北野町

城島町

三潴町

毎週月～水

毎週木～土

3月17日以降の毎週月～水

3月17日以降の毎週木、金

2月19日、3月5日、19日

2月26日、3月12日、26日

2月19日、26日、3月12日、26日

3月5日、19日

公共施設 所在地 実施日 時 間 使用ワクチン



◎特に追加接種をおすすめする方

・高齢者、基礎疾患を有する方などの「重症化リスクが高い方」

・重症化リスクが高い方の関係者・介助者（介護従事者など）などの「重症化リスクが高い方との接触が多い方」

・医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルス曝露リスクが高い方」

◎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 ➡ 入院・入所中の医療機関や施設にご相談ください。

・基礎疾患があり治療中の医療機関でワクチンを受ける方 ➡ かかりつけの医療機関にご相談ください。

・単身赴任中や出産のための里帰り等で住所地と異なる市町村でワクチンを受ける方 ➡ 届出をすることで実際にお住ま

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ホームページでご確認いただくか、相談

窓口にお問い合わせください。

・勤務先の医療機関が住所地と異なる市町村にある場合で勤務先でワクチンを受ける方 ➡ 勤務先の医療機関にご相談く

ださい。

◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

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。

感 染 予 防 対 策

を継続していた

だくようお願い

します。

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

密集場所 密接場面 密閉空間 マスクの着用 石けんによる

手洗い

手指消毒用アルコール

による消毒の励行「３つの密（密集・密接・密閉）」の回避

久留米市新型コロナウイルスワクチンプロジェクト

〒830-8520　久留米市城南町15-3

お問い合わせ先　TEL：（0942）30-9816

FAX：（050）3819-8312

ホームページから最新情報をご確認ください。

⬅ QRコード

内　容 対応時間問い合わせ先

ワクチン接種の日時や場所、クーポン券や予約のこと

接種後の副反応など専門的な相談

接種後の副反応など専門的な相談  ※Multilingual support

ワクチンの有効性や安全性のこと

久留米市新型コロナウイルス
相談センター

福岡県新型コロナウイルス
ワクチン専用ダイヤル

外国語で相談する場合の窓口
（19カ国語対応）

厚生労働省新型コロナワクチン
コールセンター

TEL 0942-30-9816
FAX 050-3819-8312

TEL 0570-072-972

TEL 092-687-4884

TEL 0120-761-770

8：30～21：00（土日・祝日含む）

9：00～21：00（土日・祝日含む）

9：00～21：00（土日・祝日含む）

9：00～21：00（土日・祝日含む）

ワクチン接種に関する問い合わせ先

ワクチン接種を受ける3
接種費用

（全額公費）無料

封筒の中身一式 本人確認書類

〔当日の持ち物〕 〇封筒には、「予防接種済証」と「クーポン券が印字された予診票」が一体になった用紙が同封さ

れています。真ん中のミシン目で切り離さず、右側の予診票はあらかじめ記入して持参して

ください。左側の予防接種済証部分は接種の記録となります。紛失しないように大切に保管く

ださい。経済活動（買い物や外食等）の際に活用ができる場合があります。

〇接種前に体調が悪い場合は、接種を控え、コールセンターにキャンセルの連絡をお願いします。

〇ワクチン接種の際に速やかに肩を出せる服装でお越しいただくよう、ご配慮の程お願いいたし

ます。


