
追加接種(３回目接種)のご案内

○大阪府庁第１接種センター
（大阪府新別館南館）

【場　　所】大阪市中央区大手前３ｰ１ｰ４３
（１月下旬開始）

○大阪府庁第２接種センター
（大阪府新別館北館）

【場　　所】大阪市中央区大手前３ｰ１ｰ４３
（１月下旬開始）

○大阪府庁咲洲接種センター
（大阪府咲洲庁舎）

【場　　所】大阪市住之江区南港北１ｰ１４ｰ１６
（２月上旬開始）

国から箕面市へのワクチン供給量には限りがありますので、できる限り大規模接種会場をご利用ください。
※追加接種（３回目接種）の接種券が必要です。

とおり

1 25 火 2 2 水

接種日 ワクチン
モデルナ
社製

市の集団接種

・１,２回目と異なる種類のワクチンも接種できます｡（交互接種）
・国から供給されるワクチンには限りがあり、接種場所によりワクチンの種類が異なることから、ワクチン接種の種類を限定
されますと、希望する時期での接種が困難になる場合があります。
・市の集団接種（３か所の公共施設、巽今宮病院、※照葉の里箕面病院）は、モデルナ社製ワクチンを使用します。※使用す
るワクチンは当初はファイザー社製ワクチンですが、途中でモデルナ社製に変わります。

ただし､ワクチン接種により体調が悪くなった場合の処置（当日を含む）について
は医療保険の適用（自己負担発生）となります｡予防接種健康被害救済制度の適
用となった場合は､後日返金や賠償の対象となります。

●接種を受けた医療機関又はかかりつけ医療機関
※夜間・休日の場合は以下の医療機関を受診できます。

　・豊能広域こども急病センター（中学生以下）
電話　072-729-1981（受診前の連絡不要）
平日：19時～　土曜日：15時～　日曜・祝日：９時～
いずれも翌６：30まで受付（混雑状況はホームページで確認可）

　・箕面市立病院　電話　072-728-2001（受診時に要連絡）
豊能広域こども急病センターの診療時間以外

接種後の受診体制
●接種を受けた医療機関又はかかりつけ医療機関
●夜間・休日の場合は、大阪府設置の専門相談窓口にお問い合わせください。
　・電話番号：06-6635-2047　または0570-012-336
　・相談受付時間：24時間（土日祝日も対応）
　・聴覚障がいのある方は以下の番号までファックスにてご相談ください。
大阪府新型コロナワクチン専門相談窓口
ファックス番号：06-6641-0072

副反応の問合せ

今後、コロナワクチンの接種実施医療機関や予約方法などに関するお知らせは、市広報紙「もみじだより」等でお知らせする
予定です。また、最新の情報は箕面市ホームページ（QRコードからアクセス）でもご覧いただけます。

大阪府の大規模接種

●同封のワクチン説明書（別添）をよく読み、接種当日に接種済証・接種券付き予診票と本人確認書類を必ずご持参ください。
●いずれか（接種券・本人確認書類）を忘れた場合は接種できないことがありますのでご注意ください。
●追加接種（3回目接種）時に、接種することなく予診のみで終わったかたは、改めて接種券付き予診票発行の申請をしてください。
●基礎疾患や何らかの病気で診療を受けているかたは、コロナワクチンを接種することについて、あらかじめ主治医にご相談してい
ただくようお願いします。
●入院・入所中など、やむを得ず市外の医療機関で接種するかたを除き、できる限り箕面市内のコロナワクチン接種個別医療機関等
で接種してください。
●単身赴任などで箕面市内での接種が難しいかたは、事前に滞在先の市町村に住所地外接種の届け出が必要となります。１・２回目
の接種を住所地外（箕面市外）で行ったかたは、追加接種においても別途、届出が必要です（詳しい届出方法や届出済み証の交付
については、市HPでご覧ください）。
　今回送付しました接種済証と接種券付き予診票は、接種が始まるまでなくさないよう大切にお持ちください。

運転免許証､健康保険証など

接種済証
この封筒に同封（ミシン目で繋がっています）

接種券付き予診票

インフルエンザ等他のワクチンを接種した場合、コロナワクチン接種まで２週間以上の間隔を
開ける必要があります。

ご 注 意
ください

接種準備(持ち物) 18 歳以上のかた対象

○大阪府心斎橋接種センター
（心斎橋SC ※旧名称：大阪心斎橋8953ビル）

【場　　所】大阪市中央区南船場３ｰ４ｰ１２
（２月中旬開始）

○大阪府堺接種センター
（法務省矯正研修所大阪支所体育館）

【場　　所】堺市堺区田出井町７ｰ１０
（２月中旬開始）

○大阪府高槻接種センター
（関西大学高槻ミューズキャンパス）

【場　　所】高槻市白梅町７-１
（２月中旬開始）

６会場共通の内容
●使用ワクチン　モデルナ社製　　　●予約方法　当面の間はインターネット予約のみ
●対　象　3回目接種を希望するすべての府民（18歳以上かつ2回目接種完了から所定の接種間隔の経過が必要）

18歳以上で、2回目接種終了したかたのうち、概ね8か月以上
経過したかた及び７か月を経過した65歳以上のかた

・市の集団接種会場、個別医療機関及び大阪府大規模接種会場での接種ができます。
・医療従事者や入院、施設入所中のかたなどは、勤務先や入所施設などでの接種が可能です。まずは、各施設にお問い合わ
せください。
・できる限り、2回目に接種を受けた場所での予約をお願いします。
※転入者等でどこで接種してよいかわからない場合、市コールセンターにお問い合わせください。

接種場所（P2、P3を参照）

ファイザー社製またはモデルナ社製使用するワクチンについて

新型コロナワクチン
接種券は２回目接種後７か月経過後の中旬にお送りします。
※一部、前倒し接種があります。

C211941A1-00-CC-P
2022.1.5



医療機関名 住　所 電話番号 備　考
ふじもとクリニック▲ 桜井１－７－２０ 宝メディカルビル１Ｆ 737-7186 当院で２回接種歴のあるかたのみ、医師診察時に予約
辻医院▲ 桜井１－２７－４８ 720-2168 当院で2回接種歴のあるかたのみ

● 梅村内科クリニック▲ 桜井２－１０－３６－１０１ 721-1127 当院で2回目接種歴のあるかたのみ
やすむらクリニック 桜井２－１１－５ 722-0061

● 村田医院▲ 瀬川２－５－３ 700-7000 接種は午前中のみ
まつうら内科▲ 半町３－１５－４７ トータス箕面１Ｆ 721-8005 主に当院で2回接種歴のあるかたを受付

● いどぐちファミリークリニック▲ 半町３－１６－１ 722-5335 当院で2回接種歴のあるかたのみ
● 中西医院 半町４－１－２７ 722-2198 接種は午前中のみ
ハラノ医院▲ 新稲７－１４－１８ 724-2010

● 是成クリニック 如意谷１－５－１ 724-0166 予約は電話受付のみ
三木整形外科内科 如意谷４－５－１５ 724-8482 当院で2回接種歴のあるかたのみ

● なかクリニック▲ 箕面５－１－５２ みのおアルコス１Ｆ 当院で2回接種歴のあるかたのみ
● ちぇ整形外科リハビリテーションクリニック 箕面５－１１－４ プラティアビル３F 725-1000 予約は来院のみ
やすふく内科クリニック 箕面５－１２－７１ パークプラザビル箕面１F 725-8555

● 久原医院 箕面６－１０－４３ 737-5031 予約は11：00～12：00。電話可。
● 箕面正井病院 箕面６－４－３9 721-3294 電話予約は平日 月～金13：00～14：30
● 白藤診療所▲ 箕面６－４－４６ みのおメイト １０１ 737-8910
島こどもクリニック▲ 箕面６－４－４６ みのおメイト ２０３ 720-0550 当院で2回接種歴のあるかたのみ

● あねがわ内科▲ 箕面６－５－７ くもんぴあ箕面ビル２Ｆ 724-3767
● 石井整形外科 箕面６－５－７ くもんぴあ箕面ビル３Ｆ 722-0543
のむらペインクリニック 箕面６－５－７ くもんぴあ箕面ビル３Ｆ 当院で2回接種歴のあるかたのみ、11：00～12：00のみ電話受付可

● すま皮フ科クリニック 箕面６－５－７ くもんぴあ箕面ビル３Ｆ 予約については当院ホームページをご確認下さい。
もみじ在宅診療所 西小路５－４－１８ 720-0050 予約は来院受付（15：30～17：00）

● もんた内科クリニック▲ 西小路５－５－１８ 722-5855 火・水12：00～13：00（祝日の場合は変更あり）
● 武田クリニック▲ 百楽荘２－２－１ 724-3555 接種時間は12：00～13：00
箕面レディースクリニック分院 小児科▲ 牧落３－４－１０ 720-7172

● かのう内科クリニック 牧落３－１４－１９ 737-6555
箕面レディースクリニック 牧落３－３－ 33 723-0351 女性のみ

● 相原病院▲ 牧落３－４－３０ 723-9019 当院で2回接種歴のあるかたのみ
中井胃腸科医院 稲１－１３－９ 723-8888 予約受付は窓口のみ
田中内科医院▲ 萱野３－５－７ 722-8611
船場西ばばクリニック▲ 船場西１－６－７ 三羽鶴ビル２Ｆ 729-0148 当院で2回接種歴のあるかたのみ
首藤内科クリニック 船場西１－８－９ SPA(マイダビル)１Ｆ 728-7353
大黒医院▲ 船場西２－２－１ ニューエリモビル１Ｆ 727-5210
大石クリニック 船場西３－６－３２  箕面船場クリニックビル３０２ 728-0018 当院で2回接種歴のあるかたのみ（ブログ参照）

● もりあきクリニック 船場西３－８－１１ 726-0078
COM内科クリニック 船場東２－５－４７ ＣＯＭ３号館４Ｆ 730-5600 受付時間11：00～12：00
西本内科▲ 坊島３－１９－１１ 723-3450

● さかもと医院▲ 坊島４－１－２４　Ｗ２－１０１ 724-2023 予約：平日診療時間内 電話のみ
● きむらクリニックしんまち分院 森町中１－１－６ 箕面森町地区センター内 733-2255
中川クリニックしんまち診療所 森町中３－９－７ 070-1839-9373 予約受付10：00～15：00
印どうメディカルクリニック 白島１－１５－５ 724-2824
ながい内科循環器内科クリニック 白島１－２－１５ ラポール白島３Ｆ 727-2121 受付時間16：00～17：30
つちたにこどもくりにっく▲ 粟生外院１－１１－１９ 729-8882
ほそいクリニック 粟生外院１－４－１３ 727-0234
共立さわらぎ産婦人科 粟生外院６－３－５ 当院で2回接種歴のあるかたのみ
うえだメディカルクリニック 粟生間谷西１－１－６ ２Ｆ 737-6865 接種は月曜日午後

● みなみクリニック▲ 粟生間谷西１－１－１２ 768-8120 予約についてはホームページも参照下さい
● 荒木医院▲ 粟生間谷西２－６－４－１０１ 729-6563 当院で2回接種歴のあるかたのみ
かすがいクリニック▲ 粟生間谷西２－８－７－１０４ 729-5500

● 仁寿クリニック▲ 粟生間谷西３－１５－１０ 700-1499 接種日は、月・木・土の午後、要予約
● 横山スマイル内科クリニック▲ 粟生間谷西３－７－７ 726-4580
おざわクリニック▲ 粟生間谷西３－７－９ シャトー野間１Ｆ 730-0721 当院で2回接種歴のあるかたのみ

● ガラシア病院 粟生間谷西６－１４－１ 729-2345
● くさかクリニック▲ 粟生間谷東１－３３－３ フィールズ箕面１Ｆ 749-3717 令和4年2月より開始。電話予約のみ
みほクリニック 粟生間谷東５－２５－２３ 726-0909 窓口申込みのみ

● カンナ外院クリニック 外院２－１４－１ ＭＫビル２Ｆ 726-8739 電話受付のみ。９：30～12：00の間
● 内科外科にいみ医院 小野原西５－１２－３２ 735-7150 1/11予約開始（来院のみ） 2/1～接種開始
● 滝沢小児科▲ 小野原西６－１２－１－１０３ 729-3455 電話予約月～金曜日11：30～12：00 接種日は火・木曜日
● 石田クリニック▲ 小野原東４－２７－３３ 727-1177
すみ内科クリニック 小野原東５－２－８ アネックス箕面１Ｆ 727-2100 当院で2回接種歴のあるかたのみ
砂田医院▲ 小野原東５－４－１２ 728-9660 予約は来院受付、当院にて接種済のかた

※

コロナワクチンナビまたは市ホームページで予約状況を確認の上、接種医療機関一覧（２・３ペー
ジ）から希望の接種場所を決めてください（予約の時点で定員に達していることがあります）。
原則、２回目と同じ場所で接種してください。

コロナワクチンナビ
https://v-sys.mhlw.go.jp/

医療機関名 住　所 電話番号 備　考
● 今井外科▲ 桜２－７－４７ 721-1313 接種は土曜日のみ 要予約
前田内科クリニック 桜４－１１－１５ 箕面桜医療ビル２Ｆ 724-5177 詳細はホームページを参照ください
いとうクリニック 桜４－１７－２５ 737-8011 原則、当院で２回接種歴のあるかたのみ

● 上ノ山内科▲ 桜６－４－１２ 724-7337 予約は月・木の12：00～13：30 電話受付のみ。接種日は不定期
しみず医院 桜ケ丘１－５－１5 723-1233 問い合わせは11：00～12：00電話可
小池医院 桜ケ丘３－３－４ 722-5025

● けあき会脳神経外科クリニック 桜ケ丘３－９－１９ 桜ケ丘クリニックビル１F 768-8430
さくら通り循環器消化器内科▲ 桜ケ丘３－９－１９ 桜ケ丘クリニックビル３F 725-6131 当院で２回接種歴のあるかたのみ 接種は日曜日に予定

● ふるかわ医院 桜井１－１－３ 722-0109 当院で２回接種歴のあるかたのみ

※2

※2：予約専用WEBは、https://coubic.com/kitaiseikyo/まで

・電話番号が記載されていない医療機関の情報は、市コールセンター予約ダイヤル（072-727-6861）にお問
い合わせください。接種日時や接種人数は､各医療機関によって異なります。
・使用するワクチンはファイザーからモデルナに変わることがあります。
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お手元に3回目用の接種券を用意してご予約ください｡接種券番号､生年月日､接種希望の場所と日時を予めご確認ください。
LINE･インターネットで予約されるかたは､市ホームページに使い方を掲載しています。

13:20～15:00
13:20～17:20

9:50～11:50
13:50～15:50


