
１４　追加接種で使用される
　　　接種券一体型予診票及び予防接種済証

　・　接種の際に、中央のミシン目で切り離し、右側を｢接種券一体型予診票｣として使用し、
　　  左側を｢予防接種済証｣として使用してください。ただし、再発行されたものは、
　　　｢接種券一体型予診票｣と｢予防接種済証｣がそれぞれ別葉となります。　
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○○病院

宮崎県宮崎市長

※詳細については、同封のチラシや市のホームページを
ご覧ください。

○この用紙は切り離さずにそのまま
接種会場へ持ちください。
※切り離した場合は、予診票を必ずお持ちください。

○接種には事前予約が必要です。
○接種には、この用紙と本人確認書類が
必要です。
※本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、
健康保険証などのいずれか）を必ずお持ちください。

○接種費用は無料です。

３回目接種用

○○病院
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③   時間外等加算の記入欄が追加されています。　   
      該当する場合は、ボールペン（色は問わな
　　  い）又は鉛筆で　 を濃く塗りつぶしてください。

１５　追加接種で使用される新たな様式
　　（１）接種券一体型予診票

【1・2回目接種の予診票との相違点】
①　予診票の右上に｢接種券｣が既に印刷
      されています。
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①

②

③

②　被接種者の「住所」「氏名」「生年月日（西暦）」 
　    「1・2回目の接種日及び接種を受けたﾜｸﾁﾝ」
　   が既に印刷されています。
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※時間外の場合は、受付時間も必ず記入して
ください。



１５　追加接種で使用される新たな様式
　　（２）予防接種済証

　　宮崎市に1･2回目の接種記録　

　がある方は、

　「接種年月日｣、「メーカー」、

　「Lot №」を記載しています。
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ファイザー ファイザー

 FA7812  FC9909

○○病院

宮崎県宮崎市長

※詳細については、同封のチラシや市のホームページを
ご覧ください。

○この用紙は切り離さずにそのまま
接種会場へ持ちください。
※切り離した場合は、予診票を必ずお持ちください。

○接種には事前予約が必要です。
○接種には、この用紙と本人確認書類が
必要です。
※本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、
健康保険証などのいずれか）を必ずお持ちください。

○接種費用は無料です。

３回目接種用

○○病院

ワクチン接種シールを
貼付けてください。

｢接種年月日｣、
｢接種場所｣を記入
してください。
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　予防接種済証を持参していない

　方には、接種当日に

　「接種記録書」を交付してください。

※接種記録書の用紙は宮崎市

   から各医療機関に配布します。

   市特設サイトからも ダウンロード

   可能です。

｢氏名｣、｢住所｣、｢生年月日｣、｢接種券番号｣は、

被接種者本人に記入してもらってください。

　※接種券番号は、｢接種券一体型予診票｣

　　 の右上に記載してあります。

１５　追加接種で使用される新たな様式
　　（３）接種記録書

ワクチン接種シールを
貼付けてください。

｢接種年月日｣、
｢接種場所｣を記入
してください。
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１６　追加接種当日の対応

• ｢接種券一体型予診票｣がなければ、追加接種を受けることができません。
• 被接種者が接種当日に、「接種券一体型予診票」又は「予防接種済証」を持参して　
　　いない場合は、次のフロー図を参考に対応をお願いします。

※1　「接種券一体型予診票」・「予防接種済証」の再発行が必要な方には、宮崎市新型
　　　 コロナワクチンコールセンター（0985－78－0567）をご案内ください。
※2  即日再発行ができない場合もあるため、ワクチンロスがないよう、キャンセルに対応
       できるような体制を整えてください。 28

　《フロー図》



１７　追加接種におけるVRS（ワクチン接種記録システム）での
　　　読み取り項目

①　追加接種の場合は、接種したときのみ、VRSタブレットを用いて、接種券の

　　 二次元コード（QRコード）又はOCRコード（18桁の数字）を読み取っていただきますが、

　　 基本的には、二次元コード（QRコード）を読み取ってください。

②　予診のみのときは、VRSタブレットでの読み取りはしないでください。

　　 接種券に記載されている｢□予診のみ｣を黒ボールペンまたは鉛筆で黒く塗りつぶし

　　ていただくだけで結構です。
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②予診のみの場合
・　VRSタブレットで、読み
　  取らず、｢■予診のみ｣
　　と黒く塗りつぶす

①接種した場合
・　VRSタブレットで、
　　二次元コード（QRコード）又は
　　OCRコード（18桁の数字）を
　　読み取る
・　基本的に二次元コード（QRコード）
　　を読み取る。
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• 追加接種の接種単価・上乗せ額は、1・2回目接種と同じ単価になります。

・　接種促進を図るために、1・2回目接種の際に国が設けた全ての支援策については、

    令和3年12月以降も当面継続されます。

• 1・2回目接種の際に本市がお支払いしておりました、1接種あたり350円の負担金　

（宮崎市民を対象とした接種のみ）につきましては、医療従事者も含め、追加接種に

おいても継続してお支払いいたします。

１８　接種費用
　（１）国が定める接種単価・上乗せ額及び支援策等

接種単価・上乗せ額
（1）接種単価　　①接種実施者：2,277円（税込）/回　　②予診のみ：1,694円（税込）/回　　
（2）上乗せ額　　①時間外加算：803円（税込）/回　　　②休日加算：2,343円（税込）/回

国の主な支援策

（診療所）  週100回以上の接種を4週間以上実施した場合：2,000円加算/回
　　　　　　  週150回以上の接種を4週間以上実施した場合：3,000円加算/回
（病 　院）　50回以上/日の接種を行った場合：10万円/日　など
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１８　接種費用
　（２）接種費用の請求

　①　宮崎市民分
　　 ア　宮崎市郡医師会に加入している医療機関
　　　    月末締めで、翌月７日までに、予診票（原本。以下同じ。）と総括票を
　　　 宮崎市郡医師会に提出してください。
　　 イ　宮崎市郡医師会に加入していない医療機関
        　月末締めで、翌月１０日までに予診票と総括票を宮崎市に提出してください。
　②　 他市区町村民分
　　 　 　請求先の市区町村ごとに仕分けをした予診票、総括書及び請求書を国保連に提出
　　　　　してください。

宮崎市 他市区町村

国保連

ア　宮崎郡市医師会に加入している

　　 医療機関

① ②

宮崎市郡医師会

予診票
・

総括票

医療機関

支払い請求

支払い請求

支払い請求

支払い請求

支払い請求

イ　宮崎郡市医師会に加入していない

　　 医療機関

予診票
・

総括票

予診票
・

総括票

予診票
・

総括書
　　・
請求書

予診票
・

総括書
　　・
請求書
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追加接種については令和３年１２月接種分から、新様式の総括票を使用してください。

　　 

 
　　 

１８　接種費用
　（３）新様式の総括票（宮崎市民分）

新様式 旧様式
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追加接種については令和３年１２月接種分から、新様式の総括書を使用してください。
※新様式は、令和４年１月請求分からＶ－ＳＹＳで出力できるようになります。

　　 

 
　　 

１８　接種費用
　（４）新様式の総括書（他市区町村民分）

新様式 旧様式
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追加接種分については令和３年１２月接種分から、新様式の請求書を使用してください。
※新様式は、令和４年１月請求分からＶ－ＳＹＳで出力できるようになります。

　　 

 
　　 

１８　接種費用
　（５）新様式の請求書（他市区町村民分）

新様式 旧様式

34


