
新型コロナワクチンの
お知らせ  10 月号

　蒲郡市内でのワクチン接種は、個別医療機関での個別接種と、市民病院や市民会館、温泉旅館など
での集団接種で実施してきました。
　これからインフルエンザの予防接種と重なってくること、また新型コロナウイルス感染者の自宅療
養者への対応もしなければならない状況にあります。また、集団接種での希望が多くなっていること
から、今後供給されるワクチンに合わせて医療資源を最大限効率的かつ有効に活用していくために、
９月２７日（月）から個別接種を一時中断し、集団接種に集約します。
　個別接種は一時中断しますが、現時点では最大接種率 85％程度の方が接種できる体制を確保してい
ます。接種を希望される方は、お早めの予約をお願いします。

蒲郡市のワクチン接種状況

「蒲郡市新型コロナウイルスワクチン接種ガイド」（特設サイト）

https://covid19-gamagori.jp
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ワクチン接種の体制が変わります！

蒲郡市内
個別接種…個別医院
集団接種…市民病院、保健医療センター等

  ファイザー社製

愛知県、企業等
大規模接種、職域接種

  武田／モデルナ社製

蒲郡市内
集団接種…市民病院、保健医療センター等

  ファイザー社製

愛知県、企業等
大規模接種、職域接種

  武田／モデルナ社製
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から

９月２７日（月）から個別接種を一時中断し、集団接種に集約します。



ワクチン接種後も基本的な感染対策の徹底をお願いします！

キャンセルサポーター制度　　　　　　　　  について

　急遽、予約キャンセル等が発生し、ワクチン廃棄の恐れがある場
合、登録していただいた方に連絡調整し、ワクチン接種を受けてい
ただくキャンセルサポーター制度を実施し、多くの方にご登録いた
だいておりました。これまでは、コールセンターからの電話連絡を
お待ちいただくのみでしたが、LINE・メールで随時余剰
ワクチン枠の案内ができるように
なりました。登録につきましては、
特設サイトからお願いします。

ブレークスルー感染とは
　どの感染症に対するワクチンでも、その効果は 100％ではありません。ワクチンを接種した後でも感染
する可能性があり、それを「ブレークスルー感染」と呼びます。

デルタ株になって増加
　ウイルスは変異を繰り返し、何か自分に有利な変化を遂げたものがやがては主流のウイルスになります。
現在流行しているデルタ株のウイルスは、感染力が拡大しただけではなく、ワクチンによって獲得された
免疫が効きにくいと考えられています。また、実際に罹ってしまったりワクチンを接種することで、免疫
を獲得して抗体ができても、使う機会がなければ段々抗体の量は少なくなっていきます。抗体の量が少な
くなっていても、感染後は直ちに作り出すので重症化を防ぐのには間に合うことが多いのですが、発病や
感染を防ぐのには間に合いません。

ブレークスルー感染は軽症です
　ワクチン接種を２回済ませた人のブレークスルー感染はデルタ株に置き換わった後で増えて来ましたが、
ワクチンによって重症化を防ぐ効果は高いレベルで維持されています。「ワクチン接種を済ませた人が、新
型コロナウイルスのブレークスルー感染のために亡くなる恐れは、0.001％未満」と報告されています。

ワクチン接種後もこれまで通りの感染対策を
　ワクチンを接種していれば、ブレークスルー感染が起こってもほとんど場合、重症化を免れます。しかし、
感染することはありますし、感染しても発病しないことも多いので、自分ではそれと気付かないままでい
ます。感染対策が不十分だと、他人にうつしてしまう恐れがあります。ワクチン接種が十分に進んでない
間は、感染が拡がらないように、これまで通りの感染対策を続けてください。

キャンセルサポーター
の登録について

新型コロナウイルス
感染予防のために

厚生労働省のページに移動します

密閉空間 密集空間 密接空間

３密（密接・密集・密閉）の回避マスクの正しい着用

・マスクを鼻にすき間なくフィットさせ、しっかり
と着用してください。

・品質の確かな、できれば不織布を着用してください。

・一つの密でも避けて。「ゼロ密」
を目指しましょう。

  特に人と人との距離は十分に保っ
てください。

・おしゃべりする時間は出来る限り
短くし、大声は避けてください。

・今まで以上に換気を行ってくださ
い。

こまめな手洗い・手指消毒

・共用物に触った後、食事の前後、公共交通機関の利
用後などは必ず手洗い・手指消毒をお願いします。

職場や学校における感染対策
・マスクの着用や３密の回避を徹底してください。
・できる限り、テレワークを行ってください。
・体がだるい、熱がある、のどに違和感があるなど、

いつもと体調が異なる時は、出勤や登校を控えて
ください。

コールセンター

接種会場 登録者

①余剰が発生

②LINE・メール
　で通知

③電話で予約
　（先着順）

④接種

厚生労働省：新型コロナワクチンQ&Aより抜粋



ワクチン接種会場一覧
蒲郡市内でのワクチン接種は、現在集団接種会場のみになります。

集団接種

接種会場
予約方法

ワクチン
コール

WEB LINE

蒲郡市民病院 ○ ○ ○
保 蒲郡市保健医療センター ○ ○ ○

特設会場（温泉旅館など）
※集団接種会場については、順次設定する
予定です。決定後に、「新型コロナウイル
スワクチン接種ガイド」 に公開していきま
すので、ご確認ください。

○ ○ ○

大
規
模

藤田医科大学 岡崎医療センター 受付終了※

豊橋中央会場 受付終了※

予約方法

　　コールセンターによる電話予約
　　 『 蒲郡市新型コロナワクチンコール』
　　 0533-56-2353へ電話して予約

　　WEB 予約
　　 『蒲郡市新型コロナウイルスワクチン接種ガイド』
　　 から予約

https://covid19-gamagori.jp/reservation.html

　　LINE 予約

　　 『蒲郡市公式アカウント』と友だちになり、
　　 メニューから予約

アカウント名  @gamagori.city

「友だち追加」で
予約可能になります

使用ワクチン：ファイザー社

※大規模接種会場の詳細は特設サイトをご確認ください。
※ 大規模接種会場では、武田/モデルナ社製ワクチンを使用します。

　LINE 予約、WEB 予約、コールセンターでの予約では、
１回目の予約後、自動的にファイザー社製ワクチンで
は、21 日後、武田 / モデルナ社製ワクチンでは、28 日
後の日程で２回目の予約が行われます。２回目の日程
は、予約確認から確認することができます。

モデ
ルナ
モデ
ルナ

　接種の予約については、１回目２回目
セットでの予約となり、２回目のみのご予
約はできません。体調不良等止むを得ず２
回目の接種をキャンセルされた場合は、ワ
クチンコールまでお電話いただきご相談く
ださい。

　原則として、新型コロナワクチンとその他のワクチ
ン（インフルエンザや成人用肺炎球菌のワクチン等）は、
接種間隔を２週間以上あける必要があります。
　インフルエンザの予防接種と新型コロナワクチンの
接種を予定されている方はご注意いただき、早めに新型
コロナワクチン接種の予約をお願いします。

　妊婦は感染すると重症化リスクが高いと
されており、ワクチン接種を希望される妊
婦の方に一刻も早く接種していただくため
優先的に予約を受け付けます。
　また、妊婦の感染の約８割が夫又はパー
トナーからの感染とされていることから、
同時に夫又はパートナーの接種も受け付け
ます。

対象者 　
　蒲郡市内で接種対象者となる妊婦と夫又
はパートナー
予約方法 　

　接種希望日の前日までに蒲郡市新型コロ
ナワクチンコールまで電話して予約

備　考
　接種に当たっては、あらかじめ健診先の
医師に接種についてご相談ください。
　接種時には、⺟⼦手帳（交付されている
方）の持参をお願いします。

・ ワクチンの接種間隔と出産予定日が近い場合
など、調整をお願いする場合がございます。

※ 愛知県が実施している大規模接種会場でも
予約なしで受け付けております。

（武田／モデルナ社製ワクチン使用）

２回目の接種を
キャンセルされた方について

他のワクチンとの接種間隔について

妊婦さんへの優先接種
「マタママすまいるサポート」について

T E L 　052-954-6272
受付時間  午前9時から午後5時30分まで

　　　　　（土・日・祝日含む毎日）

『妊婦及び医療機関からの相談に対する総合窓口』



ワクチン集団接種の日程

蒲郡市新型コロナウイルスワクチン接種推進室

【お問い合わせ先】
蒲郡市新型コロナワクチンコール （接種に関する相談・予約受付コールセンター）

開設時間：9：00 〜 17：00（土日祝も受付・年末年始を除く）

TEL : 0533-56-2353   FAX : 0533-67-9101
（耳の不自由な方のお問い合わせ用）（おかけ間違いにご注意ください）

10 月末まで開設時間を 19：00 まで延長します。

※ 一部３週間後の会場が異なる場合がありますが、会場が異なっても３週間後の同じ曜日で２回目の接
種をお願いします。

※ 接種会場、時間は変更となる場合がございます。「蒲郡市新型コロナウイルスワクチン接種ガイド」（特
設サイト）でもお知らせしますが、通知が届く LINE で「蒲郡市公式アカウント」と友達になる方法
がおススメです。

※ 本誌内容については、9⽉15日現在の情報です。最新の情報は、新型コロナウイルスワクチン接種ガイド（特設サイト）をご確認ください。
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「子育て応援ワクチンDAY第2弾」を開催します

　日々、子育てに奮闘するお母さん・お父さんに、ゆっくり落ち着いて新型コロナワクチン
を接種していただくため、接種と同時に託児サービスを実施する「子育て応援ワクチン DAY」を開催します。
保育スタッフを配置し、感染対策に細心の注意を払っておりますので、安心してお預けいただけます。定員
が限られておりますので、ご了承ください。
実施日 　 １回目   令和３年 10 月 3 日（日）　  2 回目   令和３年 10 月 24 日（日）
場　所 　西浦温泉「銀波荘」

預かり対象 　生後６か月から就学前までのお子様
予約方法  9 月 28 日までに、新型コロナワクチンコール（56–2353）にて、ワクチンの接種予約と合わせ

て託児サービスの利用をお申しつけください。
　　　　　   ※ LINE 及び WEB での予約不可
料　金 　無料

接種の進行にともない、日程、会場等が変更となる可能性があります。
また、前号掲載分と会場、時間が変更となった日程がございますので、ご注意ください。
掲載分以降の日程については、接種の進捗、ワクチンの入荷量等によって決定します。
最新の情報は、新型コロナウイルスワクチン接種ガイド（特設サイト）をご確認ください。

蒲郡市民病院

保健医療センター保

会  場 夜間開催

蒲郡市民病院 1 回目枠

2 回目枠

特設会場

ラグナシア


