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那覇市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター  ☎917-0707　平日9時～17時（この番号では予約はできません）

午前9時から午後5時まで
（祝日を除く月曜から日曜）

集団接種 インターネット予約システム
（市ホームページでご案内します）

那覇市集団接種予約センター
☎ 098-993-1292
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新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

自分自身とまわりの大切な人たちを守るために、新型コロナワクチンを受けましょう！

ワクチンを打ちたいですが、副反応が心配です。

8月の集団接種会場

沖縄県広域ワクチン接種センター 市内の事業所に従事するエッセンシャル
ワーカーの方々は、接種券が届き次第予約
が可能です。

ワクチンについてよくある質問
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ワクチンは、新型コロナの感染を95％予防する効果があると報告されています。
つまり、ワクチンを受けた人は発症リスクが20分の１になります。
例えば、100人の感染者が今後は多くても１日5人に抑えることができます。
ワクチンには、発症予防に加え、入院や重症化を防ぐ効果もあります。
多くの人がワクチンを接種することで、新型コロナの流行を抑え込むことができます。

予約対象者
次の①～③のすべてに該当する方のみ予約をすることができます。
①沖縄県に居住している18歳以上の方
②市町村から送付された接種券を持っている
③今回が1回目のワクチン接種である

ともかぜ振興会館（那覇西高校隣り）
なは市民協働プラザ （旧新都心銘苅庁舎）

厚生会ホール（那覇市上下水道局隣り）
小禄南公民館   繁多川公民館
石嶺公民館     若狭公民館

牧志駅前ほしぞら公民館

首里公民館
津波避難ビル（那覇中学校近く）

まーいまーいＮａｈａ
（仲井真小学校隣り）

那覇市医師会検診センター

50歳から64歳

40歳から49歳

30歳から39歳

16歳から29歳

12歳から15歳

7月中旬～
7月下旬

基礎疾患がある方
エッセンシャルワー
カーの方

接種券が
届き次第

8月3日（火）

8月17日（火）

8月31日（火）

決まり次第お知らせします

7月下旬～
8月上旬

8月上旬

※ワクチンの供給量や会場開設状況により変更する場合があります。

8月集団接種予約開始日

今後の接種券発送予定

接種期間 予約開始

8月9日（月）～22日（日）

8月23日（月）～9月5日（日）

8月3日（火）

8月17日（火）

Q

A ワクチンの副反応として、まれな頻度で、アナフィラキシー（急性の

アレルギー反応）が見られています。接種後は体調観察のため、15

～30分は会場で待機していただきます。体調に異変があれば、会

場にいる医師・看護師が適切に対処するよう準備しています。

2回目の接種予約はいつするのですか？Q
A 1回目接種後、その場で2回目の予約を行います。2回目の予約日は

1回目接種日のちょうど3週間後になります。

最近引っ越したのですが、接種券はどこから送られてきますか？Q
A 引っ越し後の市区町村に申請を行うことで、接種券の発行が可能です。

ワクチンを打ったことの証明書を発行してもらえますか？Q
A 海外渡航を目的の方のみに発行することが可能です。国内では、接

種済証で、接種の事実が確認できます。

予防接種証明書の発行については、市HPをご確認ください。

集団接種の予約をしたけどキャンセル（または変更）したいです。Q
A 予約した方法（電話またはオンラインシステム）でキャンセルが可能です。

当日のキャンセルはコールセンター（098-917-0707）までお電話ください。

沖縄県広域ワクチン接種を受けたいが、那覇市から届いた
接種券も使えますか？Q

A 使えます。予約方法は、次のページをご確認ください。

アナフィラキシー以外の副反応はありますか？Q
A

症状の多くは接種当日から翌日に出現し、1～2日でおさまります。

ワクチン接種前は体調を整え、接種後も体調の変化に気を付けてく

ださい。

接種後に熱が出たらどうしたらいいですか？Q
A 必要な場合は解熱鎮痛剤を服用するなどして様子をみていただく

ことになります。ワクチン接種後、2日間以上熱が続く場合や症状

が重い場合、ワクチンでは起こりにくい症状がみられる場合は、医

療機関等への受診や相談をご検討ください。

妊娠中ですが、ワクチン接種は受けられますか？Q
A 産科主治医から、接種が可能であるとの判断をもらった後に、接種

を受けることができます。

対象年齢
（R4.3.31時点の年齢） 発送時期

市の集団接種
予約時期

実施

接 種 会 場

接種可能時間

予 約 方 法

・沖縄県立武道館
・沖縄コンベンションセンター
月～金　18時～21時
土・日　15時～21時
ウェブサイト予約
または専用コールセンター

沖縄県広域ワクチン接種
コールセンター

Webサイト
予約はこちら

☎943-2993
（受付時間　10時～17時）

対象のエッセンシャルワーカー

高齢者・障害福祉サービス事業所職員／認可園・公私連
携保育所・公私連携こども園・私立こども園・認可外保育
所・事業所内保育所等職員／児童クラブ職員／ごみ収集
従事者／那覇市立小・中学校等の教職員等／学校給食セ
ンター調理員／消防局職員／消防団員／那覇市総務部防
災危機管理課職員

50％以上　　接種部位の痛み・頭痛・だるさ

10～50％　　発熱・筋肉痛・関節痛

1～10％　　　吐き気・嘔吐
ファイザー社製の場合

よくある副反応は次のとおりです。

問

①集団接種
②個別接種
③沖縄県広域接種センター

市からワクチン接種券が届いた
方は、次の方法でワクチン接種の
予約ができます。
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個別接種会場一覧
本庁（個別）

真和志（個別）

真和志（個別）

首里（個別）

小禄（個別）

首里石嶺町

首里久場川町
☎884-1879　電話または窓口受付可

☎885-4983  WEB予約・窓口受付可
☎988-8182（月～土 9時～12時）
接種券が手元に届いている方

☎887-0055

小児不可

☎979-5333

通院・入院者のみ
☎886-0888（月火木金14時から接種開始）

あかりクリニック
アメカル耳鼻科クリニック
あらかき内科クリニック

かつれん内科クリニック

おもろまちメディカルセンター

イルカこころのクリニック

・・・通院者のみ　記載されている時間以外の
        お問い合わせはご遠慮ください。

通

通

通

通

通

通

通

牧志クリニックソルテ 通

☎867-0012　9時30分～17時30分
/水は9時30分～12時/日・祝休み

天久ながた内科クリニック

銘苅のはら元氣クリニック

通

通

首里儀保町
おおキッズクリニック
きなクリニック

首里久場川町くばがわメディカルクリニック
たつや脳神経外科

首里儀保町花城内科医院
首里石嶺町叶クリニック
首里石嶺町オリブ山病院

首里石嶺町首里協同クリニック
首里久場川町首里内科クリニック

首里石嶺町シャロンクリニック

接種日は月木の午前中

☎970-6609　ワクチンの供給に応じて受付休止あり

☎080-6498-4086（月火水14時～15時）8月で終了予定

☎859-5888
8月2日から9月分受付開始

通

通

通

宇栄原

宇栄原

うえばるクリニック
☎858-5577（10時～17時）

（月火木金15時～17時）
かいせいクリニック
さつきクリニック

金城たばる内科胃腸科
宇栄原はざま胃腸内科クリニック
金城垣花小児科内科医院
小禄小禄病院

あじとみクリニック 高良

宮城

医療機関 住所 備　考

医療機関 住所 備　考

銘苅

銘苅
楚辺

銘苅

上之屋

寄宮

☎865-3387　接種は10時30分以降
☎851-7828　電話または窓口受付

通

通

通

通

40歳以上のみ　接種は月水金の午後

☎868-5839　8月24日から受付開始おもろまち

おもろまち

ともり内科循環器科

080-6484-6691、080-9854-1670
（月～金　9時～12時/14時～17時）

医療機関 住所 備　考

医療機関 住所 備　考

医療機関 住所 備　考

予約停止中

☎861-8618

☎941-7255 予約開始時期はHP確認愛和ファミリークリニック
はいさいクリニック 泊

☎050-3033-1432（10時～12時/15時～17時）
☎869-0600　予約停止中安謝安謝小児クリニック

久茂地伊志嶺整形外科
久米伊集内科医院

ライフケアクリニック那覇 泉崎

☎864-1188通

☎861-8006ワクチン入荷状況によっては変更の可能性あり通

松尾
松尾

整形外科よざクリニック
まつおＴＣクリニック

通

通

☎854-3678（月火水金14時～18時）

松山八重洲クリニック
泉崎友寄クリニック

通院者優先（通院外の方も可能）問い合わせ時間10時～15時

銘苅喜屋武内科・呼吸器科
前島宮城美容外科クリニック

通

☎866-5151（火水9時30分～12時30分）

9月から予約再開
形成外科ＫＣ

樋川山城消化器内科医院
久茂地

通

☎863-5858（15時以降）
女性のみ予約可
☎836-1100

泊糸数病院
曙曙クリニック

☎861-5700　詳しくはTwitter（@ShinkenkoClinic）
☎863-1511（11時～13時/15時～17時）壺屋

新健幸クリニック
新川クリニック

久茂地
通

☎867-0010（月火水金9時～12時/14時～18時、木土9時～12時)
月水金15時～17時　65歳以上のみ予約可長田神谷医院

西西町クリニック

樋川山城整形外科眼科医院

☎861-3875（11時～17時）久茂地仲松内科クリニック
予約停止中泊仲地胃腸内科クリニック

銘苅仲本内科・小児科
銘苅徳洲会新都心クリニック

☎860-1835　☎090-3079-9240

火～木（14時～16時）
☎880-9620（平日12時～14時）
☎869-7272（14時~17時）8月分終了。9月分は8月から予約開始
9時~10時/16時~17時　8月から予約開始

通

銘苅

松尾

松尾

那覇民主診療所
平田胃腸科・内科
平良クリニック

泊ふうりん訪問診療所 訪問診療患者のみ

☎832-8801  接種は10月以降長田がきやクリニック
長田ごきげん整形クリニック

通

通

☎887-3333（月火木金13時30分～17時30分）接種は8月以降

予約停止中国場こくら台ハートクリニック
真嘉比なかよし内科クリニック

☎832-2266（10時～11時/15時～17時）長田のぶ内科クリニック

☎832-3387　接種日は火金11時～12時30分
真嘉比みやら内科クリニック
仲井真やぎＳＵＮクリニック

通

☎885-3333（月～金8時30分～17時30分
/土8時30分～12時30分）

☎854-5531（月～金/14時～16時）

古島仲本病院

寄宮クリニック絆
☎854-5511（月～金15時30分～17時30分）与儀沖縄セントラル病院

松川松城クリニック 通院者とその家族のみ。

☎080-9854-9684、080-9854-9656
（月~金9時~12時/13時~16時）

インターネット（病院なび）でのみ受付安里真栄城耳鼻咽喉科
安里大道中央病院 入院者のみ
安里仲宗根整形外科

古波蔵沖縄協同病院

仲井真
ワクチンの数に限りあり
透析通院中の患者のみ

嘉数胃腸科外科医院
松川首里城下町クリニック第一

古波蔵屋宜内科医院

通

☎833-1040通

通

通

繁多川首里城下町クリニック第二

地域連携室窓口でのみ受付
☎836-1101 月～土（10時～13時/14時～17時）

☎832-1111　（月～土10時～13時）

通

通

古島那覇市立病院
古波蔵川平病院

松川田崎病院
真地白井クリニック

☎834-3812（月火水金15時～17時）

☎885-2375（月~金14時~17時）
☎833-6500（月火木金9時~12時/14時~18時、水土9時~12時）

（10時～13時/14時～16時）8月から予約開始通

国場野原耳鼻咽喉科医院
大道琉生病院
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☎835-4600  最新情報はHP確認、電話・ネット予約可寄宮のは耳鼻咽喉科

Administrator
テキストボックス
ワクチンは、新型コロナの発症や重症化を95％予防する効果があると報告されています。




