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健康だより（救急診療など）・新型コロナワクチン関連情報

たま広報
②胃がん検診（バリウム）

11

ホームページ参照または要問い合わ

〔共通事項〕

d10月18日㈫、11月５日㈯・７日㈪

t市内在住の①50歳以上②③40歳以

せmi８月５日㈮～15日㈪必着の、

b健康センターc45人s900円n問

上 注意事項 ①②はどちらか一つの

公式ホームページのインターネット

診・胃部Ｘ線撮影（バリウム）

み申し込み可。②③の同日受診可。

③肺がん検診

令和３年度に①を受診した方は①②

d10月18日㈫、11月５日㈯・７日㈪

は受診不可。対象は令和５年３月31

①胃がん検診
（内視鏡）

b健康センターc80人s700円n質

日時点の年齢。応募者多数の場合は

d10月１日㈯～11月30日㈬b指定医

問・胸部Ｘ線撮影・喀痰細胞診検査

抽選。申し込み結果は９月中旬ごろ

療機関c300人s2,500円n問診・内

がん検診
各検診に受診要件があります。

かくたん

手続きまたははがきで、
「
（①～③の
希望する検診名）
申込」
・検診希望日
（第３希望まで。①を希望する場合
は不要）
・住所・氏名
（ふりがな）
・生
年月日・性別・電話番号・生活保護
を受給中の方は

注意事項 50歳以上の方は申し込み

郵送予定。必要事項の記載がない場

視鏡検査 注意事項 胃の病気の治療

時に喫煙指数（１日の喫煙本数×喫

合や当日の体調や問診などにより受

その旨とファクシミリ番号を記入し、

中または経過観察中の方などは対象

煙年数）
・アスベストの作業歴につ

診できない場合あり。はがきは１人

〒206−0011関 戸４−19

外の場合あり

いて該当の有無を記載

１枚。胃がん・肺がん検診の両方を

−５健 康 推進 課☎
（376）

申し込む場合も１枚。詳細は、公式

9139、v
（371）
1235へ

、高度難聴の方は

d午前9時～午後5時 持ち物 健康保険証・乳幼児医療証など

救急診療・電話案内など

診療日

救急車を呼ぶべきか迷ったら

8/7㈰

江崎小児クリニック

落合3－20－2

（376）5225

8/11㈷

つるまき八木クリニック

鶴牧5－4－1

（319）3449

8/14㈰

からきだ駅前クリニック

唐木田1－1－7プラザ唐木田104

（376）3800

・消防庁救急相談センター（24時間）

☎＃7119、☎042（521）2323

・東京都医療機関案内サービス“ひまわり”
（24時間） ☎03（5272）0303
・急患テレホンセンター（多摩消防署内）
（24時間）
・子供の健康相談室

☎042（375）9999

所在地

電話番号

こども準夜診療所（健康センター内）=小児科

小児救急相談（東京都）
☎＃8000、☎03（5285）8898

d月～金曜日の午後6時～翌朝8時、土・日曜日、祝日、年末年始の午

前8時～翌朝8時
休日診療当番医
（医科）

医療機関名

来院前に必ず電話でご連絡ください。
受付時間 午後7時～9時45分i☎
（375）0909

休日歯科応急診療所（健康センター内）=歯科
来院前に必ず電話でご予約ください。

※当番医は、都合により変更の場合あり

急病人のみ。来院前に必ず要電話予約。必ず時間内にご連絡・ご来院を。

新型コロナワクチン接種

３回目（追加）接種ではどのよう
な副反応がありますか。２回目
より重いのでしょうか。

10代～40代の方の、早期の３回

受付時間 日曜日・祝日の午前9時～午後3時i☎
（376）8009

●ワクチン接種を受けるには接種
券が必要です

海 外 の 臨 床 試 験 の 結 果 で は、

接種券をお持ちでない方は、新型

ファイザー社のワクチンおよび

コロナウイルスワクチン接種コール

現在、10代～40代の若い世代を中

モデルナ社のワクチンいずれの

センターにお問い合わせください。

心に感染者数が急増しています。若

場合も、２回目の接種後と比較

い方であっても、重症化したり、倦

して有害事象の発現傾向は概ね

怠感などの症状が長引いたりする場

同様であると確認されています

合があります。

が、リンパ節の腫れなどについ

目接種にご協力ください

●１・２回目（初回）接種、３回目
（追加）接種

市が事前に指定した上で、接種券を
送付します。
3回目接種
完了日

接種券到着日

接種日
（変更可）

令和4年
3/15以前

発送済み

6/22〜8/15㈪
ごろ

3/16〜31

8/5㈮
ごろ

8/16㈫〜
31㈬ごろ

⑶医療従事者・高齢者施設等従事者
勤務先の医療機関・高齢者施設等

集団接種会場と市内個別医療機関

または集団接種会場で接種を実施し

一方で、10代～40代の３回目のワ

て は、１・２回 目（初 回）接 種 時

で接種を実施しています。

ています。詳細は、公式ホームペー

クチン接種率は、50代以上と比べて

と比較して、発現割合が高い傾

備考 ファイザー社ワクチンと武田

ジをご覧ください。

低い傾向にあります。発症を予防し、

向にあります。心筋炎の報告頻

社ワクチン（ノババックス）を使用。

⑷多摩市以外が発行した接種券で、

重症者の発生を減らすには、２回の

度は２回目接種後よりも３回目

詳細は、公式ホームページ・多摩市

新型コロナワクチン３回目を接種

接種では不十分です。３回目接種は、

接種後の方が低い傾向がみられ

ワクチン予約サイト参照

し、多摩市に転入した方

皆さん自身を守るだけではなく、家

ています。

族・友人・高齢者など大切な方を守

接種券の発行申請が必要です。

ることにもつながります。早期のワ
クチン接種にご理解とご協力をお願

コロナワクチン接種は無料です

いします。

新型コロナワクチン３回目接種率と新規感染者数の内訳
（年代別）
接種率

感染者数

100％

300人

90.3%（65歳以上の接種率）

90％

81.0%

80％
70％
52.4%

50％
40％
30％
20％

新規感染者数（7/5〜7/20）

37.7%

263人

3回目接種率（7/25時点）

57.2%

203人

171人

100人
157人
80人

10代

20代

30代

▲多摩市ワクチン
予約サイト

●４回目接種
３回目接種の完了から５カ月以上
が経過した方で、次に該当する方が

40代

50代

60代

50人
57人

18人

70代

80代

10人
90代

0人

い合わせm公式ホームページのイン
ターネット手続きまたは郵送で、必
要書類を、〒206−8666健康推進課
新型コロナワクチン担当へ
●ワクチンの有効性・安全性
厚 生 労 働 省 URL https:/ / www.

⑴18歳～59歳で基礎疾患などのある方

mhlw.go.jp（
「コロナワクチンの有効

接種を希望する方は、接種券の発

性・安全性」
と検索）
をご覧ください。

行申請をしてください。
m公式ホームページのインターネッ

10％
0％

200人
150人

179人

▲新型コロナワクチン
特設ページ

対象です。
250人

64.9%

60％

備考 基礎疾患などのある方は要問

（厚生労働省新型コロナワクチンQ＆A抜粋）

ト手続きまたは電話で、新型コロナ
ウイルスワクチン接種コールセンタ
ーへ（郵送でも申請可）
インターネット
申し込みはこちら▶

⑵60歳以上の方

接種日時・会場・使用ワクチンを

新型コロナワクチンの接種は強
制ではありません
i新型コロナウイルスワクチン
接種コールセンター☎042（313）
7003（土・日曜日、祝日を含む午
前９時～午後５時）、v042（313）
7754
（この記事は７月26日時点の情報で作成しています）

目の不自由な方へ、たま広報を音訳したCD「声のたま広報（デイジー版）」を発行しています（一部のパソコンでも再生可）。申し込みは秘書広報課☎（338）6812へ。
一部の記事は、各ページの右下または左下の二次元コードから公式ホームページで追加情報をご覧いただけます▶

