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個 別 接 種

高齢者の皆さんには、4 月 23 日に接種券を発送しています。
昭和 32 年 4 月 1 日以前生まれの人で接種券が届いていない場合は、「廿日市市新型コロナウイルスワクチン接種

コールセンター」へ問い合わせてください。

接種方法

住民票住所地以外で接種できる場合

接種会場・日程・予約方法

集 団 接 種

ステップ 1 ステップ 3ステップ 2
接種券・予診票（2回分）
が自宅に届く

接種券が届いてから
事前予約をする

ワクチンを接種する

接種当日に持ってくるもの
・接種券
・本人確認書類（健康保険証など）
・お薬手帳
・事前記入した予診票
※�当日は、接種券・本人確認書類が
ないと接種することができません

・里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・ＤＶなどの被害者
・基礎疾患があり主治医のもとで接種する必要がある人
・災害の被害にあった人　など

※�原則、住民票の所在地が発行する接種券を持参し、居住
先の自治体もしくはコロナワクチンナビにて住所地外接
種の申請が必要です
※�基礎疾患があり主治医のもとで接種する
必要がある人は、申請不要です。かかり
つけ医に相談してください
※�ＤＶなどのやむを得ない理由で接種券が
受け取れない場合は、市に相談してくだ
さい

集団接種など主治医以外で接種をする場合は、事前に主治医に接種や内服薬などに関して相談してください。

予約開始日

予約開始日

8時 30分から
接種開始日

接種開始日
※各医療機関へ直接予約してください

5月 6日㈭

5月 18日㈫

5月 21日㈮

6月 1日㈫

　予約は「廿日市市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター」に電話、もしくは「集団接種予約サイト」に
て手続きしてください。 集団接種予約サイトＵＲＬ　https://v-yoyaku.jp/342131-hatsukaichi

■個別接種実施医療機関
地
域 医療機関 住所 電話

番号
接種
区分

廿
日
市

明石内科クリニック 山陽園 8－1９ 荏1９11
阿品土谷病院 阿品 4－５1－1 嬰５0５0 A
あまのクリニック 串戸 ５－1－3７ 雲５1５1
アマノリハビリテーション病院 陽光台 ５－９ 影0800
網本内科消化器科医院 平良 2－10－3７ 叡3434
あわや内科クリニック 佐方 4－4－13 叡0288
えだひろ内科成人病クリニック 下平良 1－3－3６－302 雲1７00 B
おおさき小児クリニック 阿品 3－1－６ 欝3131 B
大田整形外科 駅前 4－28 雲６211 B
小山整形外科医院 大東 1－５ 荏５100
勝谷医院 本町 ７－3９ 雲03５0 A
勝谷・小笠原クリニック 地御前 2－10－22 嬰02６2 B
亀田医院 宮内 1５0９ 曳23５1
河村小児科 上平良 3５8－1 影41５3 B
きむら内科小児科医院 阿品台 4－1７－31 曳2238 A
小林内科泌尿器科医院 宮園 3－1－1 映５1５0 A
斉藤脳外科クリニック 串戸 2－1７－５ 欝1212
四季が丘クリニック 四季が丘 ５－13－７ 曳５00５ B
じごぜんクリニック 地御前 3－1６－20 欝33５５ C
仁愛内科医院 地御前 3－18－９ 嬰3100
せいこう胃腸科外科医院 佐方 ５６2－2 荏00７0 A
双樹クリニック 新宮 2－1－1５ 叡3５５５ B
田口脳心臓血管クリニック 阿品 3－2－18 運７７88 A
田辺医院 駅前 11－3 荏113５
たなべ小児科 平良山手 11－11 欝1234 B
たに内科クリニック 地御前 1－2－22 欝3７11 A
玉川内科アレルギー科クリニック 宮内 4311－５ 影2111 B
とうげ外科胃腸科 本町 ６－2 荏６220
内藤内科医院 佐方 4－8－31 荏8６2６ D
中尾医院 天神 2－1７ 荏22５５ B
なかごう内科 上平良 144－1 映2210
廿日市野村病院 宮内 420９－2 映2111
重症児・者福祉医療施設　原 原 ９2６－1 映3333 E

地
域 医療機関 住所 電話

番号
接種
区分

廿
日
市

半明内科クリニック 宮内 4－10－23 曳0111
平田内科小児科医院 阿品台 4－1－2６ 曳11５５
ひろしまこどもクリニック 宮内 44７8－1－1F 影1230
松田整形外科 串戸 2－1７－4 叡1800 B
宮内総合クリニック 宮内 10７2－1 影1188 A
宮河小児科医院 本町 ５－12 雲1７03
八幡クリニック 串戸 4－13－24 荏8118 B
山根クリニック 宮内 1５28－10 映５1７７
吉田内科・胃腸科医院 阿品 1－７－14 嬰3６６６ B
わき小児科医院 下平良 1－3－3６－301 叡020７

佐
伯

天野医院 津田 42５９ 演1181 B
おおくぼ内科 永原 123５－1 焔3400
佐伯中央病院 津田 4180 演1100

吉
和

吉和診療所
※ ５月 24日㈪から開始

吉和 1７７1－1 猿2７80

大
野

青葉レディスクリニック 福面 2－1－11 詠232７ B
安東内科クリニック 対厳山 2－1５－９ 詠1231
大野キッズ・ファミリー
クリニック

大野中央 ５－1－43－
2F

駅3021 D

大野浦病院 丸石 2－3－3５ 益242６
大野東クリニック 大野 180９－９ 悦1121
くろさきクリニック 大野中央 ５－1－43 運６80５
杉原外科医院 大野 1－７－７ 駅0５34
永井内科胃腸科医院 宮島口 1－4－1 悦0023
永井医院 大野中央 3－2－31 駅0014
永田内科 塩屋 1－1－６4 駅3323 A
中丸クリニック 宮島口 1－７－1５ 悦0５５0 A
長谷川整形外科 塩屋 2－2－1６ 駅1011 A
松本クリニック 福面 3－1－20 悦4５30 A
向井クリニック 前空 ５－3－1６ 詠６1６６

宮
島

宮島クリニック
※ ５月 2５日㈫から開始

宮島町 118５－1 瑛1７７0

高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種を開始します

施設 住所 日程 時間

山崎本社 みんなのあいプラザ 新宮 1-13-1 ５月23日㈰から７月18日㈰までの
毎週日曜日

９:00～ 11:30
13:00～ 1５:30水と緑のまち さいき文化センター 津田 4218 ５月21日㈮から７月1７日㈯までの

毎週金・土曜日
吉和福祉センター（吉和診療所） 吉和 1７７1-1 1回目　５月22日㈯、５月2９日㈯

2回目　６月12日㈯、６月1９日㈯
広島生活習慣病・
がん健診センター大野 大野 340６-５ 平日・土曜日（５月22日㈯～）

※土曜日は午前のみ
11:00～ 11:30
13:30～ 1７:00

【接種区分欄の説明】
A…かかりつけ患者・入院患者のみ接種
B…かかりつけ患者と家族のみ接種
C…かかりつけ患者と家族を最優先

D…かかりつけ患者と家族を優先
E…入院患者のみ接種

■集団接種会場

■予約のしかた

▲ コロナ 
ワクチンナビ

▲ 集団接種 
予約サイト

　（24時間対応）

■集団接種の予約・問い合わせ先
廿日市市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

緯 0120-528-529
集団接種の予約や接種会場に関すること、その他一般的な相談に応じます。

姉 050-3397-1885
受付時間　8時30分～1７時（土・日曜日、祝・休日を除く） （聴覚に障がいのある人など電話での相談が難しい人のみ）

●�1 回目と 2回目の接種予約を同時に行ってください（接種は 2回する必要があります）。また、 1回目
と 2回目の接種会場は同じにしてください。

● 1回目と 2回目の接種間隔は、 3週間あける必要があります。
例①

日程 会場
1 回目 5 月23日㈰ 山崎本社 みんなのあいプラザ
2 回目 6 月13日㈰ 山崎本社 みんなのあいプラザ

例②
日程 会場

1 回目 5 月21日㈮ 水と緑のまち さいき文化センター
2 回目 6 月11日㈮ 水と緑のまち さいき文化センター

注意




