
 

●予防接種日時 ※事前の電話予約が必須 

予約整理番号ごとに時間が異なりますので、電話予約時にご案内した指定の時間に集合場

所にお越し下さい。指定の日時以外にお越しいただいても接種はできません。  

●当日持参するもの 

 収入印紙 １７，６８０円分（証明書交付料８８０円含む。） 

手数料分ちょうどの収入印紙をご用意下さい。 

収入印紙は当庁舎１階の売店でも販売しています。 

クレジットカード、電子マネーはご利用できません。 

 パスポート（パスポートが手元にない方は要相談） 

 （プリントアウト可能な方）予防接種に関する申請書（片面印刷）及び問診票 

必要事項をご記入の上お持ちいただければ、受付前の記入の手間が省けます。 

記入漏れに注意して下さい。 

  申請書：予約時にお伝えする「予約整理番号」○○○○ TK ○○ 

  問診票：２０歳未満の方は、保護者の同行又は同意の署名がないと接種できません。 

      １６歳未満の方は、保護者の同伴がなければ接種できません。  

 （記載を希望される方）予防接種記録 

 （記載を希望される方）母子健康手帳 

●集合場所 

東京検疫所予防接種受付  

（江東区青海２丁目７－１１ 

東京港湾合同庁舎８階） 

 

最寄駅： 

ゆりかもめ線 

「テレコムセンター駅」 

 

※最寄駅より予防接種受付まで

１０分程度かかります。 

 



 

●注意事項 

（接種前） 

 黄熱の予防接種証明書（イエローカード）は接種 10 日後から有効になります。遅く

とも出発の 10 日前には接種できるように、スケジュールは余裕をもって受けるよう

にお勧めしています。 

 電話予約時と問診内容に変更（ワクチン接種、体調不良、内服等）があれば前日まで

に必ずご連絡下さい。 

 渡航がなくなったり、体調不良等何らかの理由でキャンセルすることがあれば、決ま

り次第速やかにご連絡下さい。 

   

（接種当日） 

  体調不良時は、家を出る前に体温を測り、必ず検疫所にご連絡下さい。 

  接種前に手続きがあるため、指定の時間には余裕をもってお越し下さい。 

  接種時間は、当日の受付の具合により前後する場合があります。 

  接種後 30 分間は、健康状態を確認するため安静にしてお待ち下さい。 

  体調に異状が無いことを確認した後、予防接種証明書（イエローカード）と受領書

をお渡しします。 

 



殿

To the chief of  Tokyo Quarantine Station

          円

予防接種の施行を下記の通り申請します。
予防接種の施行に関する証明書の交付を申請します。
I apply for the execution of vaccination as specifield below.
I apply for the issuance of the certificate with regard to vaccination.

性別 西暦生年月日 行先地
Sex Date of birth Destination

(y．m．d)

記載上の注意 １．楷書で記入すること。
２．不要の文字は抹消すること。

Notes： １．Fill in block letters.
２．Strike out the unnecessary indications.

※ いただきました個人情報は､当検疫所にて厳重に管理し､予防接種事業以外の目的では使用いたしません
※　Your contact information will be held in the strictest confidence as per our privacy policy.

(国籍　Natinonality)

　　　TK

収入印紙貼り付け位置  (STAMPS HERE)

Name Kind of vaccination

東 京 検 疫 所 長

申　請　者　氏　名
Name of applicant

署　　　名
Signature

予防接種に関する申請書
APPLICATION FOR VACCINATION

申　請　者　住　所
Address of applicant

（表）
様式第八の二

申　請　年　月　日
Date of application (y．m．d)

　20　 　　　．　　　　．

Remarks

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

被　　　接　　　種　　　者

手　数　料　金
Amount of fee

予防接種の種類
Persons to be vaccinated

氏 名 備考

予約整理番号（予約の時にお知らせした番号です）

Reservation number



東京都○○区△△2-7-1
※接種日の日付を記入してください

殿

To the chief of   Tokyo Quarantine Station

17,680           円

予防接種の施行を下記の通り申請します。
予防接種の施行に関する証明書の交付を申請します。
I apply for the execution of vaccination as specifield below.
I apply for the issuance of the certificate with regard to vaccination.

性別 西暦生年月日 行先地
Sex Date of birth Destination

(y．m．d)

記載上の注意 １．楷書で記入すること。
２．不要の文字は抹消すること。

Notes： １．Fill in block letters.
２．Strike out the unnecessary indications.

※ いただきました個人情報は､当検疫所にて厳重に管理し､予防接種事業以外の目的では使用いたしません
※　Your contact information will be held in the strictest confidence as per our privacy policy.

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな） ※ 国際緊急援助隊、船
員等に該当する方はこち
らにご記入下さい

（ふりがな）けんえき いちろう
男 1977.1.1 黄熱 ガーナ JAPAN検疫　一郎

Name Kind of vaccination Remarks
(国籍　Natinonality)

１００１ TK ０２

被　　　接　　　種　　　者
Persons to be vaccinated

氏 名 予防接種の種類 備考

検疫　一郎東 京 検 疫 所 長
署　　　名
Signature

手　数　料　金
Amount of fee

予約整理番号（予約の時にお知らせした番号です）

Reservation number

（自筆）

※ ご家族等で、1枚の申請書で申請される場合は、
代表者の方の住所氏名を正しくご記入ください。

申　請　者　住　所
Address of applicant

20 １９．１０．１ 申　請　者　氏　名
Name of applicant

検　疫　　一　郎
申　請　年　月　日

Date of application (y．m．d)
※ 署名は申請者ご自身で記載して

下さい。代筆は受け付けられません。

み　　ほ　　ん（表）
様式第八の二

　当日は収入印紙を貼らずにお持ちください

予防接種に関する申請書
APPLICATION FOR VACCINATION

※ 具体的な国名を記入してください。

例） 南米⇒×、 ブラジル、ペルー⇒○
※ 複数国に滞在する場合は、

黄熱のリスクのある国をご記入ください。

※ 西暦で

ご記入ください

※手数料金は被接種者数の合計金額を

ご記入下さい。

1名・・・17,680円 2名・・・35,360円

3名・・・53,040円 4名・・・70,720円

予防接種を受ける方



接種機関名：東京検疫所

記入年月日

20 年 月 日

※太字枠内を記入してください。

  電話番号

  氏名ローマ字(パスポートの表記と同一のもの)   緊急時電話番号

〒 ー   保護者氏名　※接種希望者が小児の場合

年 月 日生 満 歳

  職業   渡航先

  出発予定日 20 年 月 日   滞在期間

  渡航目的 観光・仕事・留学・その他( )   黄熱ワクチン接種回数  □初回  □追加(　　　)回目

  本日の体温 ． ℃   本日の体調  □良い  □良くない

  現在、以下の病気にかかってる、または治療していますか。いずれもない場合は該当なしにチェックしてください。

  □発熱性疾患  □腎臓病 □糖尿病 □心臓病 □肝臓病 □かぜ

  □喘息  □皮膚病 □神経の病気 □歯科の病気 □血液の病気 □免疫不全症

 □その他( ) □該当なし

□はい □いいえ

  これまでに免疫の低下(免疫不全)と診断されたことはありますか。 □はい □いいえ

  現在、何か薬を使用していますか。 □はい □いいえ

薬剤名:

  これまでに入院するような病気にかかったことはありますか。 □はい □いいえ

詳細:

  １ヵ月以内に麻疹、風疹、おたふくかぜ、水ぼうそう、インフルエンザにかかりましたか。 □はい □いいえ

□はい □いいえ

  ３ヵ月以内に輸血やガンマグロブリンの投与を受けたことがありますか。 □はい □いいえ

  １ヵ月以内に何か予防接種を受けましたか。受けた場合は、接種日も記入してください。 □はい □いいえ

  □A型肝炎(  　/  　) □B型肝炎(  　/  　) □破傷風(　  /  　) □狂犬病(　  /  　) □日本脳炎( 　 /  　)

 □腸チフス(  　/  　) □ジフテリア(　  / 　 ) □髄膜炎(　  /  　) □ポリオ(　  /  　) □インフルエンザ(  　/  　)

  □コレラ(  　/  　) □麻疹(　  /  　) □風疹(  　/　  ) □麻疹・風疹混合ワクチン(MR)(　  /  　)

  □3種混合(PDT:百日咳・ジフテリア・破傷風)(　  /  　) □4種混合(DTaP-IPV:ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ)(　  /  　)

  □水痘(　  /  　) □おたふくかぜ(　  /  　) □肺炎球菌(　  /  　) □その他( )(　 / 　)

  卵や鶏肉、ゼラチンなどの食べ物でアレルギー反応が出たことがありますか。 □はい □いいえ

  消毒用アルコールで、皮膚が赤くなったことがありますか。 □はい □いいえ

  薬や予防接種で蕁麻疹が出たり、具合が悪くなったことはありますか。 □はい □いいえ

  家族に薬や予防接種で蕁麻疹が出たり、具合が悪くなった人はいますか。 □はい □いいえ

  （女性のみ）現在授乳中、妊娠中、または妊娠している可能性はありますか。 □はい □いいえ

※接種同意の署名は裏面です。

接種時間

予防接種問診票

□男性　　□女性

  １ヵ月以内にあなたの家族や同僚、小児の場合は遊び仲間等に麻疹、風疹、水ぼうそう、

  おたふくかぜ、インフルエンザ等にかかっている方はいましたか。

国籍

フリガナ

氏名

日間

  上記のいずれかの病気または治療に該当する場合、今回のワクチン接種について、主治医から

  許可を得ていますか。

住所

生年月日 年齢 性別

予約整理番号

    TK



接種機関名：東京検疫所

※小児の場合は保護者の方が以下も記入してください

  お子さんの年齢（月齢まで） 満 歳 ヵ月

  お子さんの出生時体重・週数 出生時体重( )ｇ／週数( )週

  分娩時に何か異常がありましたか。 □はい □いいえ

  乳児検診で異常があると言われたことがありますか（発達の遅れなど）。 □はい □いいえ

  １年以内にけいれんやひきつけをおこしたことがありますか。 □はい □いいえ

  あなたのお子さんの中に、先天性免疫不全と診断されている方はいますか。 □はい □いいえ

 ○診察所見（視診・咽頭所見・心音・触診・その他身体的所見）

特記すべき事項（　なし　・　あり　）※ありの場合は以下に詳細を記載。

 ＜接種情報＞

YF-VAX

メーカー名： Sanofi Inc.

用法・用量： 0.5mL 皮下注射

ロット番号： 9K001A
使 用 期 限：

接 種 部 位： □左腕

□右腕

□その他( )

・以上問診および診察の結果、本日の予防接種の可否 □可 □不可

・予防接種に対する被接種者または保護者の同意 □得られた □得られなかった

接種日・接種時間 担当医師の署名

20 年 月 日 ：

予防接種に関する説明、問診及び診察の結果、接種後の注意事項の説明を受け理解しましたので、

本日の予防接種を受けることに同意いたします。

本人または保護者の同意署名

(2019/7作成)

ワクチン名：

2020/7/7

医師記入欄



接種機関名：東京検疫所

記入年月日

20 年 月 日

※太字枠内を記入してください。

ケンエキ　ハナコ   電話番号

検疫　花子 03-3599-1515

  氏名ローマ字(パスポートの表記と同一のもの)   緊急時電話番号

HANAKO  KENEKI 090-××××-○○○○

〒 135 ー 0064   保護者氏名　※接種希望者が小児の場合

東京都江東区青海2-7-11 検疫　太郎

年 10 月 1 日生 満 41 歳

  職業 会社員   渡航先 ブラジル

  出発予定日 20 19 年 12 月 20 日   滞在期間 36

  渡航目的 観光・仕事・留学・その他( )   黄熱ワクチン接種回数  ☑初回  □追加(　　　)回目

  本日の体温 36 ． 5 ℃   本日の体調  ☑良い  □良くない

  現在、以下の病気にかかってる、または治療していますか。いずれもない場合は該当なしにチェックしてください。

  □発熱性疾患  □腎臓病 □糖尿病 □心臓病 □肝臓病 □かぜ

  □喘息  ☑皮膚病 アトピー □神経の病気 □歯科の病気 □血液の病気 □免疫不全症

  ☑その他( 花粉症 ) □該当なし

☑はい □いいえ

  これまでに免疫の低下(免疫不全)と診断されたことはありますか。 □はい ☑いいえ

  現在、何か薬を使用していますか。 ☑はい □いいえ

薬剤名: アレロック（鼻水ひどい時）

  これまでに入院するような病気にかかったことはありますか。 □はい ☑いいえ

詳細:

  １ヵ月以内に麻疹、風疹、おたふくかぜ、水ぼうそう、インフルエンザにかかりましたか。 □はい ☑いいえ

□はい ☑いいえ

  ３ヵ月以内に輸血やガンマグロブリンの投与を受けたことがありますか。 □はい ☑いいえ

  １ヵ月以内に何か予防接種を受けましたか。受けた場合は、接種日も記入してください。 ☑はい □いいえ

  ☑A型肝炎(10 / 20)輸入もの ☑B型肝炎(10/20,11/20 )□破傷風(　  /  　) □狂犬病(　  /  　) □日本脳炎( 　 /  　)

  ☑腸チフス(10 / 20) □ジフテリア(　  / 　 ) □髄膜炎(　  /  　) □ポリオ(　  /  　) ☑インフルエンザ(10 / 10)

  □コレラ(  　/  　) □麻疹(　  /  　) □風疹(  　/　  ) □麻疹・風疹混合ワクチン(MR)(　  /  　)

  □3種混合(PDT:百日咳・ジフテリア・破傷風)(　  /  　) □4種混合(DTaP-IPV:ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ)(　  /  　)

  □水痘(　  /  　) □おたふくかぜ(　  /  　) □肺炎球菌(　  /  　) □その他( )(　 / 　)

  卵や鶏肉、ゼラチンなどの食べ物でアレルギー反応が出たことがありますか。 □はい ☑いいえ

  消毒用アルコールで、皮膚が赤くなったことがありますか。 □はい ☑いいえ

  薬や予防接種で蕁麻疹が出たり、具合が悪くなったことはありますか。 □はい ☑いいえ

  家族に薬や予防接種で蕁麻疹が出たり、具合が悪くなった人はいますか。 □はい ☑いいえ

  （女性のみ）現在授乳中、妊娠中、または妊娠している可能性はありますか。 □はい ☑いいえ

※接種同意の署名は裏面です。

生年月日 年齢 性別 国籍

□男性　　☑女性 日　本1977

日間

  上記のいずれかの病気または治療に該当する場合、今回のワクチン接種について、主治医から

  許可を得ていますか。

  １ヵ月以内にあなたの家族や同僚、小児の場合は遊び仲間等に麻疹、風疹、水ぼうそう、

  おたふくかぜ、インフルエンザ等にかかっている方はいましたか。

住所

接種時間

予防接種問診票

フリガナ

氏名

予約整理番号

0803  TK    13

該当なければ、どちらにもチェックなし



接種機関名：東京検疫所

※小児の場合は保護者の方が以下も記入してください

  お子さんの年齢（月齢まで） 満 歳 ヵ月

  お子さんの出生時体重・週数 出生時体重( )ｇ／週数( )週

  分娩時に何か異常がありましたか。 □はい □いいえ

  乳児検診で異常があると言われたことがありますか（発達の遅れなど）。 □はい □いいえ

  １年以内にけいれんやひきつけをおこしたことがありますか。 □はい □いいえ

  あなたのお子さんの中に、先天性免疫不全と診断されている方はいますか。 □はい □いいえ

 ○診察所見（視診・咽頭所見・心音・触診・その他身体的所見）

特記すべき事項（　なし　・　あり　）※ありの場合は以下に詳細を記載。

 ＜接種情報＞

YF-VAX

メーカー名： Sanofi Inc.

用法・用量： 0.5mL 皮下注射

ロット番号：

使 用 期 限：

接 種 部 位： □左腕

□右腕

□その他( )

・以上問診および診察の結果、本日の予防接種の可否 □可 □不可

・予防接種に対する被接種者または保護者の同意 □得られた □得られなかった

接種日・接種時間 担当医師の署名

20 年 月 日 ：

予防接種に関する説明、問診及び診察の結果、接種後の注意事項の説明を受け理解しましたので、

本日の予防接種を受けることに同意いたします。

本人または保護者の同意署名

検疫　花子

(2019/7作成)

ワクチン名：

医師記入欄

記入不要

直筆で署名


