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接種時期・場所、救済制度など

新型コロナワクチンの接種について新型コロナワクチンの接種について
お知らせ

令和３年４月１９日時点の情報です。令和３年４月１９日時点の情報です。

　　ワクチンの接種券を高齢者（昭和 32 年４月１日以前に生まれた人）に発送しました。　新型ワクチンの接種券を高齢者（昭和 32 年４月１日以前に生まれた人）に発送しました。　新型
コロナワクチンは、医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある人などの順番に接種を開始します。コロナワクチンは、医療従事者等、高齢者、基礎疾患のある人などの順番に接種を開始します。
５月から、高齢者への集団・個別接種がはじまります。５月から、高齢者への集団・個別接種がはじまります。

問い合わせは
長門市
コロナワクチン接種推進室

高齢者の集団接種日程表　※事前予約が必要です
予約受付は、５月６日（木）から始まります

☎☎２７－０１５６   ２７－０１５６   
FAXFAX ２３－１１６８※２３－１１６８※
８時30分～17時 15分８時30分～17時 15分
（土日祝日を除く）（土日祝日を除く）
※聴覚に障害がある人はFAXにて※聴覚に障害がある人はFAXにて

日程 接種会場
接種日

受付時間 予約受付
人数１回目 ２回目

① 長門市地域医療連携支援センター
（長門市応急診療所併設） ５／ 20（木） ６／ 10（木） 13:00 ～ 15:30 200 人

② 長門市地域医療連携支援センター
（長門市応急診療所併設） ５／ 22（土） ６／ 12（土） 13:00 ～ 15:30 200 人

③ 長門市日置保健センター ５／ 26（水） ６／ 16（水） 13:00 ～ 15:30 200 人

④ 長門市三隅保健センター ５／ 27（木） ６／ 17（木） 13:00 ～ 15:30 200 人

⑤ 長門市地域医療連携支援センター
（長門市応急診療所併設） ６／３（木） ６／ 24（木） 13:00 ～ 15:30 200 人

⑥ 長門市油谷保健福祉センター ６／５（土） ６／ 26（土） 13:00 ～ 15:30 200 人

※日程①～⑥から選択してください
※ワクチンの供給状況により変更に
　なる場合があります
※７月以降の日程は決まり次第お知
　らせします

集団接種の予約は専用ダイヤル
　☎２７－０１５６
　　（平日 8:30 ～ 17:15　土日祝日を除く）
　　　　　　　　　オンラインは 24 時間受付▶
　
　※予約時に接種券の番号を確認しますので
　　接種券を準備の上、お電話ください
　
　※接種会場までの無料バスを運行します。接種会場までの無料バスを運行します。
　　バスを利用される人は、各戸に配布した時刻表を　　バスを利用される人は、各戸に配布した時刻表を
　　確認の上、電話で予約してください　　確認の上、電話で予約してください

高齢者の皆さんへ高齢者の皆さんへ

接種場所の選び方
●かかりつけ医がない人、かかりつけ医
　が接種を実施していない人
集団接種、または、かかりつけ患者以外
の接種も可能な医療機関で接種を受けて
ください。

●かかりつけ医が市外の人など
　入院・入所者、基礎疾患を持つ人は市外
　の主治医のもとで接種することができ　
　ます。かかりつけ医にご相談ください。

●市内にかかりつけ医がある人
次ページの接種実施医療機関一覧を参照
され、かかりつけ医で接種を受けてくだ
さい。

●その他の理由で市外での接種を希望す
　る人
接種を受けたい市町村へご相談ください。
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令和３年４月１９日時点の情報です。令和３年４月１９日時点の情報です。

【完全予約制】

接種実施医療機関一覧

地
区
かかりつ
け患者
以外も可

医療機関名 接種実施曜日、時間 電話番号 備考

　　　　　
　　

　

長　　

門

◎ 天野内科
胃腸科医院

（月・火・水・金） 
 8:00～12:30 ／ 15:00～17:30

（木・土）8:00～12:30
23-1080

◎ 岡田クリニッ
ク

（月・火・水・金） 
9:00～12:00 ／ 14:00～16:30 22-2717

― 岡田病院
（月・水・木・金）
【１回目接種の受付】14:30～14:50
【２回目接種の受付】15:30～15:50

23-0033【受付時間】14時～16時
かかりつけ患者のみ対象

― 斎木病院 （月・火・水・金）14:00～16:00 26-1211【受付時間】14時～17時
かかりつけ患者のみ対象

― 斉藤医院 （月・火・水・金）  
9:00～11:00 ／ 14:00～15:00 22-0826 かかりつけ患者のみ対象

◎ しみず循環器
科内科医院

（月・火・木・金）  
8:00～11:30 ／ 14:00～17:00

（水・土）8:00～11:30
22-2286

【受付日時】
月・火・木・金の
　　　　14:00 ～ 15:30

― たわらやま
診療所 （月・水・金）　9:00～12:00 29-0101 かかりつけ患者のみ対象

◎ 長門診療所 （月・火・金） 14:30～16:00 22-2440

― 長門総合病院（火・木）【受付時間】13:45～15:00
　　　　  【接種時間】14:00～15:30 22-2518

【受付日時】
13 時～ 16 時（月～金）
かかりつけ患者のみ対象

◎ 半田内科
クリニック

（月・火・水・金）　9:00～11:00
時間は変更の可能性あり 23-3030

【受付時間】 
  9:00 ～ 12:30
15:00 ～ 17:00

― 宮尾医院 （火・木・金）　13:30～15:00 26-0559【受付時間】午後
かかりつけ患者のみ対象

◎ 持山外科整形
外科医院 （月～金）　14:00～17:00 22-1555

― 吉村内科 （月・火・水・金）14:30～16:30 22-3322【受付時間】午前
かかりつけ患者のみ対象

― 綿貫
耳鼻咽喉科 （月・火・水・金）14:30～16:30

080-
5232-
3387

かかりつけ患者のみ対象
内科の基礎疾患がある人は
対象外

三
隅

― 桑原医院 （月・火・水・金）
11:00～12:00 ／ 15:00～16:00 43-0010

【受付日時】（月・火・水・金）
　14:00 ～ 17:00
かかりつけ患者のみ対象

― 三隅病院
（月）13:30 ～ 14:30（受付 13:30 まで）
（火）10:00 ～ 11:00（受付 10:00 まで）
（水）10:00 ～ 11:00（受付 10:00 まで）　
　　 14:00 ～ 15:00（受付 14:00 まで）

43-0711【受付時間】午後
かかりつけ患者のみ対象

日
置 ◎ 福永病院 （月～金）15:00 から 37-3911【受付時間】15 時以降

油
谷

― 友近内科
循環器科医院

（月・火・水・金）
10:00～12:00 ／ 14:00～15:30 32-1180 定期受診後に受付・電話予約不可

かかりつけ患者のみ対象

◎ 戸嶋医院
（月・火・水・金） 
8:30～12:00 ／ 15:00～17:30

（土）8:30～12:00
34-0003【受付時間】午後

※医療機関での接種は 5月 10 日以降に開始します
※必ず事前に電話や外来窓口で予約をしてください
※ワクチンの納入数・時期により、接種日を調整いた
　だく場合があります
※かかりつけ患者とは定期的に受診されている人です

・接種開始当初はワクチン数に限りがありますのでキャンセルの連絡はお早めに
・実施医療機関は変更となる場合があります


