
新型コロナワクチン接種事業

新型コロナワクチン接種に関する大切なお知らせ
市ホームページ

追加（３回目）接種が始まります。
新型コロナワクチンの３回目接種についてのお知らせです。
狛江市では、広報こまえ等でお知らせしていた当初の予定を前倒しして、令和４年１月29日（土）から一般市民
向け接種を開始します。

対象者

コスモス色の封筒で
お送りいたします。
お手元に届きましたら
必ずご確認ください。

使用ワクチン mRNAワクチン
１・２回目接種に用いたワクチンの種類にかかわらず、３回目はmRNAワクチン（武田/モデルナ社またはファイザー社ワクチ
ン）を接種することが適当とされています。 ※裏面の座談会の記事もご覧ください。

※「◎『接種券発送スケジュール』に記載の接種券到着予定日までに接種券が届かない方」「他市区町村で２回目の接種をした
後に狛江市に転入した方」は接種券発行申請をお願いします。詳しくは市ホームページをご覧ください。
※「海外でワクチン接種を受けた方」で国の示す条件を満たす方は接種可能です。詳しくは市ホームページをご覧ください。

対象者（２回目接種日） 接種券
到着予定日 予約方法

令和３年６月８日以前  発送済み   要予約
LINEまたはコールセンター

６月９日
～７月31日

 65歳以上
（昭和32年４
月１日までに
生まれた方）

 １月14日
市が日時と会場をあらかじめ指定。
接種券に予約内容を記載します。
    

※予約変更はコールセンターへ電話。
（LINEでの変更は不可）

 64歳以下  １月21日

LINEまたはコールセンター

８月１日～ ８月10日  １月31日

８月1１日～ ８月31日  ２月10日

９月１日～９月30日  ２月28日

10月１日以降  ３月15日

接種日 ：ｘｘｘｘｘ
会場  ：ｘｘｘｘｘ
時間  ：ｘｘｘｘｘ
ワクチン：ｘｘｘｘｘ
メーカー

接種券一体型の予診票にかわります。
切り取らず会場にお持ちください。

予約方法 狛江市新型コロナウイルス感染症コールセンター 
（毎日 ９時～18時）

日時等が入っている方は市が予約をお取りし
ている方です。入っていない方はＬＩＮＥ
またはコールセンタでの予約が必要です。

接種券発送スケジュール

ＬＩＮＥ
  （24時間受付）

 もしくは

※予約変更はＬＩＮＥではできません。コールセンターまでご連絡ください。

 武田/モデルナ社またはファイザー社

狛江市公式
ＬＩＮＥ

アカウント

ファイザー 武田／
モデルナ

例

ファイザー

３回目が異なるmRNAワクチン

狛江市では、まずは前倒し接種用として国から支給される武田/モデルナ社ワクチンを使用し接種を進めていきます。
（ファイザー社ワクチン会場は３月中旬より設置予定）

３回目は
違うワクチン
でもOKなのね！

   ０３-５５３９-０２２３

要予約

予約不要

OK

18歳以上

（65歳以上の方も）

（65歳以上の方も）

対象者 必要な接種間隔

①医療従事者及び高齢者施設等の入所者・従事者等 2回目接種日から６か月以上

②65歳以上（昭和32年４月１日以前に生まれた方） 2回目接種日から７か月以上

➂18歳から64歳 2回目接種日から８か月以上

（接種券は、1・2回目が未接種の方には送付しません）

（令和４年１月６日時点の情報です）

発行：狛江市新型コロナ予防接種室

03-5539-0223
狛江市新型コロナウイルス感染症コールセンター新規予約・予約変更・

接種券紛失等のお問い合わせ 毎日・
９時～18時

最新の情報は、市ホームページ、ＳＮＳ等でお知らせします。



上和泉地域センター（和泉本町４－７－51）
 
・こまバス北回り「上和泉地域センター」下車すぐ
・小田急バス【狛０１】「慈恵医大第三病院前」または
 「狛江営業所（複数路線）」下車徒歩５分
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ふれあい側道
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タクシー運賃助成制度
（要介護者・障がいのある方）

要介護者等条件を満たす方は
タクシー代500円（往路・復路とも）を助成します。
詳しくは広報こまえ１月15日号もしくは市
ホームページをご覧ください。

岩戸児童センター
（岩戸南３－15－１）

・喜多見駅から徒歩14分
・こまバス南回り
 「岩戸児童センター」下車徒歩１分

金  ：14時～17時30分
土・日：９時～16時

上和泉地域センター会場行き無料シャトルバス時刻表

 9 ：30
10：10
10：50
11：30
12：10
12：50
14：10
14：50
15：30
16：10
16：40

 9 ：05
 9 ：45
10：25
11：05
11：45
13：15
13：45
14：25
15：05
15：45

上和泉発（復路）谷戸橋発（往路） 和泉多摩川駅発（往路）多摩川住宅発（往路）
 8 ：45
 9 ：20
10：00
10：40
11：20
13：00
13：35
14：15
14：55
15：35

 8 ：55
 9 ：30
10：10
10：50
11：30
13：10
13：45
14：25
15：05
15：45

上和泉発（復路）

 9 ：45
10：25
11：05
11：45
12：20
14：00
14：40
15：20
16：00
16：40

谷戸橋地区センター ～上和泉地域センター会場 多摩川住宅 ～ 和泉多摩川駅 ～ 上和泉地域センター会場
所要時間：約10分 所要時間：約22分

水・木・土・日： ９時～16時

運行期間 ２月２日（水）～３月６日（日）

１/29（土）スタート!

上和泉地域センター会場

市長 狛江市では、オミクロン株に対応するため、
３回目接種を前倒し、高齢者は７か月後から受けられ
るよう準備を進めています。「交互接種」が認められ
ていることから、先に供給される武田/モデルナ社
ワクチンを活用（交互接種を前提）し、追加接種を行
う予定です。
   先生方に、まず追加接種の効果を教えていただき
たいと思います。変異株への効果もあるのでしょうか。

片山 時間の経過とともに、ワクチンの効果は低下
するので、現時点で、かなり感染への防御力は弱
まっていると思います。オミクロン株は感染力が強
いので、防御するための武器を持つためにも、
３回目接種は間違いなく必要なことだと思います。

平本 高齢者はいろいろな病気をもっていることもあ
り、「重症化の要素」があるので、できるだけ早く接種
した方が良いと思います。また、高齢者は抗体価を上
げる反応が弱いので、できる限り抗体価を上げるため
の手段として、モデルナ接種は良い選択肢だと思います。

市長 私は１・２回目はファイザーでした。 １・２回
目と違うワクチンであるモデルナを接種しても大丈夫
ですか。

市長 患者さんから３回目接種や交互接種について
相談はありますか？

片山 患者さんにどのワクチンで接種が始まるのか聞
かれることがあります。その時は、「私たちが一番有
効だと思うモデルナから使用する」と言っています。
モデルナの接種に不安がある方には、風評に惑わされ
て怖がる必要はないこと、それでもどうしてもファイ
ザーという場合には、狛江市の接種開始まで少し待て
ば接種できると言っています。ただし、一番重要なの
は、「早さ」です。そのため、今回、高齢者は「予約」
などの手段を簡略化し、できるだけ迅速かつ簡単に接
種できる準備を市が進めていることも伝えています。

市長 市民の皆様方に３回目の接種について、一言
メッセージをお願いします。 

片山 私たちが感染から身を守るには、ワクチン接種
が重要です。市民の中で、とにかく感染者・重症者を
出さないために、有効でスピーディーな接種を進めた
いと思います。できるだけ速く、広く、そして安全に
できる体制をつくります。
 コロナとの戦いはまだ続くことになります。市民の
方々を守るため、医師会も共に挑んで参りますので、
市民の方もご協力をよろしくお願いします。

３回目接種 直前座談会
～狛江市民に向けて医師が伝えたいこと～

２/２（水）スタート!

※お身体の不自由な方を除き、徒歩または公共交通機関でお越しください。集団接種会場 ※各会場では、ワクチン接種に関する内容はお答えできません。必ずコールセンターにお問い合わせください。

片山 ワクチン接種は有効性と安全性とのバランスが
重要です。有効性の点では、間違いなく交互接種の方
が抗体価が高くなります。海外のデータでは、３回と
もファイザーを接種するよりも、１・２回目にファイ
ザー、３回目にモデルナを接種した方が、より抗体価が
上がっています。しっかりと抗体がつくということで
す。

片山 安全性の点では、若い人は副反応が出やすいで
すが、高齢者の副反応はそれほど大きくありません。
また、モデルナの３回目接種は１・２回目の半分の量な
ので、有効性は担保されつつも、副反応は少なくすむと
考えられます。
 有効性・安全性のバランスと、国からのワクチン供給
スケジュールに鑑みて、早期の接種を希望する高齢者に
モデルナを使用して接種を開始するのは、理にかなって
いると思います。

市長 どちらのワクチンということではなく、時期が
きたら早く接種することが大事なんですね。
 若い男性にはモデルナで心筋炎や心内膜炎の副反応が
あると言われています。その点はいかがでしょうか。

平本 ごくまれですが、10代・20代の男性に限り、
確かにモデルナの方が心筋炎や心内膜炎になるリスク
は高く、100万人あたり60人ほど報告されています。
一方で、65歳以上での心筋炎や心内膜炎発症は非常に
まれで、モデルナとファイザーの副反応の差もなく
なっています。
 ワクチン接種による心筋炎や心内膜炎の症状は軽く
済むことが多いので、必要以上に恐れることはないと
思います。

平本 ３回目接種には、感染予防・重症化予防効果、
死亡率を低下させる効果があるのは間違いありません。
マスクや手洗いなどの基本的な感染予防に加え、やはり
ワクチンを接種するというのは重要なことだと思います。
 医師という立場でみていると、ワクチンの副反応より、
コロナに罹った後の症状の方が断然辛いです。
 そのことにも目を向けて考えてほしいと思います。
 実際私たち医療従事者は３回目接種を受けましたが、
２回目よりも副反応が軽いか同等という人がほとんどで
した。必ずしも３回目の副反応がが強いわけではないの
で、ぜひ受けてほしいと思います。

その他、１・２回目接種総括等の全文は市ホームページまたは
右のQRコードからご覧いただけます。

平本 ３回目接種で、感染予防・重症化予防効果、
死亡率低下という明らかに良いデータが蓄積されてき
ています。効果が大きいワクチンですので、抵抗力
を持つためにも早く接種を受けた方が良いと思います。

狛江市医師会会長

片山隆司先生 

東京慈恵会医科大学附属
第三病院副院長

平本淳先生 

狛江市長 

松原俊雄 

日頃より、狛江市の医療を守ってくださっている、キーパーソンの先生方にお越しいただき、新型コロナワクチンについ
てお話をお聞きしました。

※同伴の方も無料でご乗車いただけます。

令和３年12月28日 狛江市役所において

上和泉地域センター（和泉本町４－７－51）
 
・こまバス北回り「上和泉地域センター」下車すぐ
・小田急バス【狛０１】「慈恵医大第三病院前」または
 「狛江営業所（複数路線）」下車徒歩５分
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タクシー運賃助成制度
（要介護者・障がいのある方）

要介護者等条件を満たす方は
タクシー代500円（往路・復路とも）を助成します。
詳しくは広報こまえ１月15日号もしくは市
ホームページをご覧ください。

岩戸児童センター
（岩戸南３－15－１）

・喜多見駅から徒歩14分
・こまバス南回り
 「岩戸児童センター」下車徒歩１分

金  ：14時～17時30分
土・日：９時～16時

上和泉地域センター会場行き無料シャトルバス時刻表

 9 ：30
10：10
10：50
11：30
12：10
12：50
14：10
14：50
15：30
16：10
16：40

 9 ：05
 9 ：45
10：25
11：05
11：45
13：15
13：45
14：25
15：05
15：45

上和泉発（復路）谷戸橋発（往路） 和泉多摩川駅発（往路）多摩川住宅発（往路）
 8 ：45
 9 ：20
10：00
10：40
11：20
13：00
13：35
14：15
14：55
15：35

 8 ：55
 9 ：30
10：10
10：50
11：30
13：10
13：45
14：25
15：05
15：45

上和泉発（復路）

 9 ：45
10：25
11：05
11：45
12：20
14：00
14：40
15：20
16：00
16：40

谷戸橋地区センター ～上和泉地域センター会場 多摩川住宅 ～ 和泉多摩川駅 ～ 上和泉地域センター会場
所要時間：約10分 所要時間：約22分

水・木・土・日： ９時～16時

運行期間 ２月２日（水）～３月６日（日）

１/29（土）スタート!

上和泉地域センター会場

市長 狛江市では、オミクロン株に対応するため、
３回目接種を前倒し、高齢者は７か月後から受けられ
るよう準備を進めています。「交互接種」が認められ
ていることから、先に供給される武田/モデルナ社
ワクチンを活用（交互接種を前提）し、追加接種を行
う予定です。
   先生方に、まず追加接種の効果を教えていただき
たいと思います。変異株への効果もあるのでしょうか。

片山 時間の経過とともに、ワクチンの効果は低下
するので、現時点で、かなり感染への防御力は弱
まっていると思います。オミクロン株は感染力が強
いので、防御するための武器を持つためにも、
３回目接種は間違いなく必要なことだと思います。

平本 高齢者はいろいろな病気をもっていることもあ
り、「重症化の要素」があるので、できるだけ早く接種
した方が良いと思います。また、高齢者は抗体価を上
げる反応が弱いので、できる限り抗体価を上げるため
の手段として、モデルナ接種は良い選択肢だと思います。

市長 私は１・２回目はファイザーでした。 １・２回
目と違うワクチンであるモデルナを接種しても大丈夫
ですか。

市長 患者さんから３回目接種や交互接種について
相談はありますか？

片山 患者さんにどのワクチンで接種が始まるのか聞
かれることがあります。その時は、「私たちが一番有
効だと思うモデルナから使用する」と言っています。
モデルナの接種に不安がある方には、風評に惑わされ
て怖がる必要はないこと、それでもどうしてもファイ
ザーという場合には、狛江市の接種開始まで少し待て
ば接種できると言っています。ただし、一番重要なの
は、「早さ」です。そのため、今回、高齢者は「予約」
などの手段を簡略化し、できるだけ迅速かつ簡単に接
種できる準備を市が進めていることも伝えています。

市長 市民の皆様方に３回目の接種について、一言
メッセージをお願いします。 

片山 私たちが感染から身を守るには、ワクチン接種
が重要です。市民の中で、とにかく感染者・重症者を
出さないために、有効でスピーディーな接種を進めた
いと思います。できるだけ速く、広く、そして安全に
できる体制をつくります。
 コロナとの戦いはまだ続くことになります。市民の
方々を守るため、医師会も共に挑んで参りますので、
市民の方もご協力をよろしくお願いします。

３回目接種 直前座談会
～狛江市民に向けて医師が伝えたいこと～

２/２（水）スタート!

※お身体の不自由な方を除き、徒歩または公共交通機関でお越しください。集団接種会場 ※各会場では、ワクチン接種に関する内容はお答えできません。必ずコールセンターにお問い合わせください。

片山 ワクチン接種は有効性と安全性とのバランスが
重要です。有効性の点では、間違いなく交互接種の方
が抗体価が高くなります。海外のデータでは、３回と
もファイザーを接種するよりも、１・２回目にファイ
ザー、３回目にモデルナを接種した方が、より抗体価が
上がっています。しっかりと抗体がつくということで
す。

片山 安全性の点では、若い人は副反応が出やすいで
すが、高齢者の副反応はそれほど大きくありません。
また、モデルナの３回目接種は１・２回目の半分の量な
ので、有効性は担保されつつも、副反応は少なくすむと
考えられます。
 有効性・安全性のバランスと、国からのワクチン供給
スケジュールに鑑みて、早期の接種を希望する高齢者に
モデルナを使用して接種を開始するのは、理にかなって
いると思います。

市長 どちらのワクチンということではなく、時期が
きたら早く接種することが大事なんですね。
 若い男性にはモデルナで心筋炎や心内膜炎の副反応が
あると言われています。その点はいかがでしょうか。

平本 ごくまれですが、10代・20代の男性に限り、
確かにモデルナの方が心筋炎や心内膜炎になるリスク
は高く、100万人あたり60人ほど報告されています。
一方で、65歳以上での心筋炎や心内膜炎発症は非常に
まれで、モデルナとファイザーの副反応の差もなく
なっています。
 ワクチン接種による心筋炎や心内膜炎の症状は軽く
済むことが多いので、必要以上に恐れることはないと
思います。

平本 ３回目接種には、感染予防・重症化予防効果、
死亡率を低下させる効果があるのは間違いありません。
マスクや手洗いなどの基本的な感染予防に加え、やはり
ワクチンを接種するというのは重要なことだと思います。
 医師という立場でみていると、ワクチンの副反応より、
コロナに罹った後の症状の方が断然辛いです。
 そのことにも目を向けて考えてほしいと思います。
 実際私たち医療従事者は３回目接種を受けましたが、
２回目よりも副反応が軽いか同等という人がほとんどで
した。必ずしも３回目の副反応がが強いわけではないの
で、ぜひ受けてほしいと思います。

その他、１・２回目接種総括等の全文は市ホームページまたは
右のQRコードからご覧いただけます。

平本 ３回目接種で、感染予防・重症化予防効果、
死亡率低下という明らかに良いデータが蓄積されてき
ています。効果が大きいワクチンですので、抵抗力
を持つためにも早く接種を受けた方が良いと思います。

狛江市医師会会長

片山隆司先生 

東京慈恵会医科大学附属
第三病院副院長

平本淳先生 

狛江市長 

松原俊雄 

日頃より、狛江市の医療を守ってくださっている、キーパーソンの先生方にお越しいただき、新型コロナワクチンについ
てお話をお聞きしました。

※同伴の方も無料でご乗車いただけます。

令和３年12月28日 狛江市役所において


