
Ｒ4
年度

2022.12.1修正

ワクチンの種類

対象月齢

回数・
間隔

（　　　　ヶ月）
4月 4月26日 (火) 4月26日 (火) 4月6日 (水) 4月6日 (水)

（　　　　ヶ月）
5月 5月24日 (火) 5月24日 (火) 5月11日 (水) 5月11日 (水)

（　　　　ヶ月）
6月 6月21日 (火) 6月21日 (火) 6月1日 (水) 6月1日 (水)

（　　　　ヶ月）
7月 7月26日 (火) 7月26日 (火) 7月6日 (水) 7月6日 (水)

（　　　　ヶ月）
8月 8月23日 (火) 8月23日 (火) 8月3日 (水) 8月3日 (水)

（　　　　ヶ月）
9月 9月20日 (火) 9月20日 (火) 9月7日 (水) 9月7日 (水)

（　　　　ヶ月）
10月 10月18日 (火) 10月18日 (火) 10月5日 (水) 10月5日 (水)

（　　　　ヶ月）
11月 11月22日 (火) 11月22日 (火) 11月2日 (水) 11月2日 (水)

（　　　　ヶ月）
12月 12月20日 (火) 12月20日 (火) 12月7日 (水) 12月7日 (水)

（　　　　ヶ月）
1月 1月24日 (火) 1月24日 (火) 1月11日 (水) 1月11日 (水)

（　　　　ヶ月）
2月 2月21日 (火) 2月21日 (火) 2月1日 (水) 2月1日 (水)

（　　　　ヶ月）
3月 3月23日 (木) 3月23日 (木) 3月1日 (水) 3月1日 (水)3月1日(水) 3月1日(水)

※予防接種により受付時間が異なりますので、ご注意ください。（時間厳守）

※　季節性インフルエンザ（任意接種）は11～12月の実施予定です。詳細は10月頃、回覧やお知らせ君で周知します。

12月7日(水) 12月7日(水)

1月11日(水) 1月11日(水)

2月1日(水) 2月1日(水)

9月7日(水) 9月7日(水)

10月5日(水) 10月5日(水)

11月2日(水) 11月2日(水)

5月11日(水) 5月11日(水)

7月6日(水) 7月6日(水)

8月3日(水) 8月3日(水)

6月1日(水) 6月1日(水)

　　　　1回
第1期の標準的な接
種時期は、生後12～
15ヵ月です。

※就学1年前に2回
目の接種として第2
期があります。時期
が来ましたら、お知
らせ致します。

　　　　2回
1回目の標準的な接種
時期は、生後12～15ヵ
月です。
2回目は、1回目から3ヶ
月以上（標準6～12ヶ
月）あけます。

　　　　4回
1期初回　:　標準的な
接種開始は3歳以上4
歳未満です。
6日以上の間隔で2回
1期追加：2回目から6ヶ
月以上（概ね1年）あけ
て4歳以上5歳未満で1
回

2期：9歳以上13歳未満
1回

15：00～15：15 15:30～15：45

1価（ﾛﾀﾘｯｸｽ）2回
生後6～24週未満
27日以上あけて2回。
生後24週までに完了。

5価（ﾛﾀﾃｯｸ）3回
生後6～32週未満
27日以上あけて3回。
生後32週までに完了。
※いづれも初回接種に
ついては生後14週0日
後までの間

　　　　4回
生後2～7ヵ月未満
で開始
27日以上あけて初回免
疫３回接種後、60日以
上あけてかつ、1歳を過
ぎてから追加免疫1回
※初回免疫は12ヶ月未
満までに完了し、追加
免疫を12ヶ月以降～
15ヶ月までに接種

　　　4回
生後2～7ヵ月未満
で開始
4～8週間までの間
隔で初回免疫3回接
種後、7～13ヵ月間
あけて追加免疫1回

　　　3回
27日以上あけて２回接
種後、1回目から１４０日
以上あけて3回目接種
※1歳までに3回目を終
了させること。

　　　　4回
20日以上の間隔（標準
的には20～56日まで）
で初回免疫3回接種
後、1年～1年半あけて
追加免疫1回。

　　　1回
1歳に達するまでに、接
種を終えてください。
標準的な接種時期は
生後5ヵ月以上8ヶ月未
満です。

4月6日(水) 4月6日(水)

生後1歳未満 1歳〜2歳未満 1歳〜3歳未満
1期：生後6-90ヶ月未満
2期：9歳以上13歳未満

受付時間 14：30～14：45 14：45～１5：00 14：30～１4：45 14:00～14：15

1価：生後6週～24週未満
5価：生後6週～32週未満 生後2ヶ月～5歳未満 生後2ヶ月～5歳未満 生後2ヶ月～１歳未満 生後3ヶ月～90ヶ月未満

水痘（水ぼうそう） 日本脳炎

経口生ワクチン 不活化ワクチン 不活化ワクチン 不活化ワクチン 不活化ﾜｸﾁﾝ 注射生ワクチン 注射生ワクチン 注射生ワクチン 不活化ワクチン

中 川 町 乳 幼 児 定 期 予 防 接 種 日 程 表

ロタウイルス 小児用肺炎球菌 ヒブ B型肝炎 ４種混合 ＢＣＧ 麻しん風しん
第1期

予防接種は感染予防のため一般外来診察が終わってから開始しますので、待ち

時間が長くなる場合があります。ご理解・ご協力をお願いします。

ちゃん

場 所：中川町立診療所

持ち物：予診票・母子健康手帳・診療所診察券

予防接種は感染予防のため一般外来診察が終わってから開始しますので、待ち

時間が長くなる場合があります。ご理解・ご協力をお願いします。

ちゃん

同時接種 同時接種



①診療所窓口へ予診票・母子健康手帳を提出してください。

②体温測定、診察（予診）、接種については看護師の指示に従ってください。体温は、診療所で測ってください。（診療所に体温計があります）

　　※わきの汗を拭きとり、衣服に熱がこもっていないか確認しましょう。

③接種後はお子さんの体調の変化にご注意ください。

●定期予防接種は住民票のある市町村で受けるのが原則です。里帰り等の理由で町外の市町村で受ける場合は、

「予防接種依頼書」が必要です。　事前に保健師までご連絡願います。

●中川町では、ロタ・小児肺炎球菌・ヒブワクチン及び水痘・麻しん風しんは同時接種をしています。

●予防接種の接種間隔に注意しましょう！！

　

※任意予防接種を希望する方は、直接診療所（7-2018）にご予約ください。

　接種費用は全額自己負担（1回10,000円前後）です。

　　・おたふくかぜ　　　　　　　　　　　対象：１歳以上  1回　

～接種間隔や回数、他の予防接種との調整など、わからないことがありましたら、保健師までご連絡ください。～

【お問い合わせ先】　中川町役場住民課幸福推進室　保健師　℡７－２８１３

注射生ﾜｸﾁﾝ

経口生ﾜｸﾁﾝ

不活化ﾜｸﾁﾝ

注射生ﾜｸﾁﾝ

経口生ﾜｸﾁﾝ

不活化ﾜｸﾁﾝ

※月曜日に接種したら、4週間後の月曜日に別の
ワクチン接種ができる27日以上あける

異なるワクチンの接種間隔の制限なし

町外医療機関
で

注意事項

接種の流れ

注射生ワクチンを受けたら
BCG・麻しん風しん
おたふくかぜ・水痘

※2～4日程度は、発熱や接種部位の腫れなど体調の変化を確認してから、
次の接種をしましょう。

★同じワクチンを複数
回接種する場合は、そ
れぞれに定められた
間隔があるので、ご注
意ください。

任意接種に

ついて

注射生ワクチンを受けても、経口生ワ
クチンと不活化ワクチンを受ける場合
の接種間隔の制限はなし。

★異なるワクチンの接
種間隔の制限が、種類
によってなくなりました
が、予防接種後2～4日
間は体調の変化をみ
ましょう。

※月曜日に接種したら、4週間後の月曜日に別の
ワクチン接種ができる27日以上あける

異なるワクチンの接種間隔の制限なし

町外医療機関
で

注意事項

接種の流れ

経口生ワクチンを受けたら
ロタウイルス など

不活化ワクチンを受けたら
ヒブ・小児用肺炎球菌 Ｂ型肝炎ワクチン
インフルエンザﾞ ４種混合
日本脳炎 子宮頸がん予防ワクチン

※2～4日程度は、発熱や接種部位の腫れなど体調の変化を確認してから、
次の接種をしましょう。

任意接種に

ついて


