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　医療従事者の皆さんへの新型コロナワクチンの追加（３回目）接種が始まっていま
す。一般の人は、１・２回目接種の接種時期に応じて順次接種券が送付されますの
で、接種予約についてご案内します。

◎接種会場（各医療機関への直接のお問い合わせはご遠慮下さい）

◎接種券が届いたら、接種券番号を確認して下さい

◎下記３つのいずれかの方法で予約できます　

　２回目の接種終了から、原則８カ月以上経過した １８
歳以上の人が対象となります。対象者には、順次接種
券を発送しています。なお、国の方針により次にあげ
る人は接種可能時期が前倒しとなり、予約方法等が異
なる場合があります。

※接種券があれば、本人以外でも
　予約が可能です。
※１・２回目接種で作成したアカ
　ウントがそのまま使用できます。
※操作方法は、接種券に同封した
　マニュアルをご覧下さい。

※オペレーターを増員して対応し
　ます。
※繋がりにくい場合は、時間をお 
　いてからかけ直して下さい。
※かけ間違えにご注意下さい。

新型コロナワクチン
追加追加接種予約のご案内

新型コロナウイルスワクチン接種室　☎055-951-3588

開始日　１月 １８ 日㈫
予約代行窓口電話（コールセンター）

0120-236-258
受付時間　８時 ３０ 分〜 １８ 時
（土・日曜日、祝・休日も受付）

３回目

●個別接種　下記市内医療機関（ファイザー社ワクチンを使用予定）

●集団接種　キラメッセぬまづ（モデルナ社ワクチンを使用予定）

24時間いつでも予約出来ておすすめ！ フリーダイヤルになりました！ 相談員が予約をお取りします！

青沼胃腸科クリニック／愛鷹クリニック／あめみや内科／五十嵐クリニック／今井医院／岩渕内科医院／御成橋栄
クリニック／海瀬医院／香貫医院／きせがわ病院／こだま耳鼻咽喉科クリニック／小林医院／こんどうクリニック
酒井医院／さとやま整形外科内科／さわだの森耳鼻咽喉科クリニック／さわだ・メディカル・クリニック／白石医
院／杉谷小児科医院／勝呂医院／聖隷沼津病院／関外科胃腸科医院／高田胃腸科・内科クリニック／髙遠内科クリニッ
ク／田沢医院／つりた耳鼻咽喉科クリニック／手塚クリニック／永野医院／なつニューロクリニック／西方外科医
院／沼津西病院／萩野クリニック／白十字小児科医院／福士内科クリニック／フジ高砂クリニック／戸田診療所／
べっく・メディカル・クリニック／松原医院／三島耳鼻咽喉科クリニック／武藤医院／本村クリニック／森医院／
ゆうあいクリニック／よざ小児科医院／わかばやし耳鼻咽喉科クリニック

実施医療機関等は随時更新されます。最新情報は、市ホームページをご覧下さい。

インターネット
https://v-yoyaku.jp/
220002-2shi2cho/

封筒に入っているもの

①接種済証及び接種券一体型予診票

②新型コロナワクチン接種のお知らせ
③予約マニュアル・個別接種
　　　　　　　　実施予定医療機関

（掲載の内容は、令和３年１２月２２日時点の情報です）

対象者 接種可能時期 予約方法

医療従事者等
２回目接種
終了から

６カ月経過後

所属する事業所、
入院先等にお問い

合わせ下さい

高齢者施設等の入所者及び従事者
通所サービス事業所の利用者及び
従事者
病院及び有床診療所の入院患者

その他の高齢者（２月から） ７カ月経過後 下記のいずれか

接種券接種済証 予診票

火〜金曜日（休館日を除く）
１０ 時〜 １６ 時
※地区センターへの電話はご遠慮下さい。

各地区センター（戸田を除く）

月〜金曜日（祝・休日除く）
１０ 時〜 １６ 時

市役所１階・保健センター（戸田分館を含む）

市新型コロナワクチン予約・相談センター　☎01２0-２3６-２58（８時30分〜18時）
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沼津夜間救急医療センター　　☎926-8699 ※お間違いのないよう
　ご注意下さい。　　　 日の出町1-15

内　　科
　　　 平　 　日　　20時30分〜翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時〜翌朝7時　 　

小　児　科
　　　 平　 　日　　20時30分〜翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時〜翌朝7時　 　

外　　科
　　　 平　 　日　　20時30分〜翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時〜翌朝7時　 　

静岡こども救急電話相談　☎＃8000 または ☎054-247-9910夜間や休日のこどもの病気や怪我で
受診させるべきか迷ったときはこちらへ

静岡県広域災害救急医療情報システム　☎0800-222-1199近隣市町の協力医についてはこちらへ

◉火災など災害情報テレホンサービス ☎ 055-926-0119

協力医は変更される場合があります
事前に電話またはHPでご確認を!!

https://www.city.numazu.
shizuoka.jp/kyouryokui/

ホームページアドレス救急協力医テレホンサービス

☎055–958–0119

内　科�
平　　　日　 １７時〜２１時
土　曜　日　 １２時〜１８時
日曜日、祝休日　 ８時〜１８時

小児科�
平　　　日　 １７時〜２１時
土　曜　日　 １２時〜１８時
日曜日、祝休日　 ８時〜１８時

外　科�
平　　　日　 １７時〜２１時
土　曜　日　 １２時〜１８時
日曜日、祝休日　 ８時〜１８時

１月 １５ ㈯ 池田病院 986-1212 長泉町本宿 光ケ丘小児科 987-2200 三島市光ケ丘 池田病院 986-1212 長泉町本宿

１６ ㈰
永野医院
山谷医院
込宮クリニック

962-4450
966-5333
992-8686

大岡
青野
裾野市茶畑

杉谷小児科 923-6543 筒井町 山本整形外科
込宮クリニック

989-8111
992-8686

長泉町南一色
裾野市茶畑

１７ ㈪ いずみクリニック 993-4760 裾野市茶畑 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 田沢医院 962-1205 大手町
１８ ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 １８時～

三島メディカル 972-0711 三島市南本町 こんどうクリニック 925-2420 岡宮
１９ ㈬ 福士クリニック 932-3553 下香貫藤井原 杉谷小児科 923-6543 筒井町 桑名眼科脳神経 975-2200 清水町久米田
２０ ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 池田病院 986-1212 長泉町本宿
２１ ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 関外科 921-2185 花園町
２２ ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩 東医院 921-5520 高沢町

２３ ㈰
岡田医院
花クリニック
鈴木（州）医院

921-5321
987-9145
993-0430

新宿町
長泉町下土狩
裾野市佐野

西村医院 971-6510 長泉町下土狩 駿東整形鈴木（州）医院
922-8855
993-0430

高沢町
裾野市佐野

２４ ㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 よざ小児科 967-5722 原 香貫医院 931-2465 本郷町
２５ ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 １８時～

三島メディカル 972-0711 三島市南本町 酒井医院 966-1755 今沢
２６ ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 よざ小児科 967-5722 原 おおしろクリニック 976-0027 清水町堂庭
２７ ㈭ 南一色セントラル 980-5777 長泉町南一色 白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 池田病院 986-1212 長泉町本宿
２８ ㈮ つかだ医院 983-1577 清水町堂庭 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 山本整形外科 989-8111 長泉町南一色
２９ ㈯ ひがしおかクリニック 941-8269 清水町柿田 すずきファミリー 960-0333 一本松 瀬尾記念慶友 935-1511 下香貫島郷

３０ ㈰
さはこクリニック
髙遠内科クリニック
高桑医院

999-3850
926-8739
997-0486

長泉町中土狩
東椎路
裾野市岩波

りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩 西方外科五十嵐クリニック
921-1333
934-6700

共栄町
志下

３１ ㈪ 境医院 975-8021 長泉町竹原 田中医院 921-2053 高島町 駿東整形 922-8855 高沢町
２月 １ ㈫ 高田クリニック 962-1410 仲町 クボタ小児科 975-7984 三島市泉町 青木整形 922-0521 高島町

２ ㈬ 薬袋クリニック 933-0148 清水町徳倉 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 えがわ医院 921-5148 高島本町
３ ㈭ 小林内科医院 921-2165 米山町 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 池田病院 986-1212 長泉町本宿
４ ㈮ おおい医院 922-8886 北高島町 すずきファミリー 960-0333 一本松 萩野クリニック 966-7111 根古屋
５ ㈯ 池田病院 986-1212 長泉町本宿 桜ヶ丘こども 050-3145-1236 三島市谷田 池田病院 986-1212 長泉町本宿

2022年

耳鼻科
8時〜１７ 時

１月
１６㈰サイラクリニック 935-1133市場町 ２３㈰里和耳鼻咽喉科 0545-23-1133富士市伝法 ３０㈰こだま耳鼻咽喉科 926-1333庄栄町

眼科
8時〜１７ 時

１月
１６㈰木村眼科 967-4611原 ２３㈰静岡医療センター 975-2000清水町長沢 ３０㈰中ノ森眼科 921-3217緑ヶ丘

産婦人科
8時〜１７ 時

１月
１６㈰いながきレディース 926-1709宮前町 ２３㈰井関マタニティ 952-4103八幡町 ３０㈰田中産婦人科 971-3541三島市中央町

歯科
8時〜１７ 時

１月
１６㈰酒井歯科医院 968-1551今沢 ２３㈰桜井歯科医院 921-1008沼北町 ３０㈰笹本歯科 951-2815大手町

１１救急協力医月１５日㈯〜２月５日㈯


