
 

 

 

 

 

 

１ ヒブ・小児用肺炎球菌 

 

◆対象者      生後２か月から４歳１１か月 

◆持っていくもの  母子健康手帳、予診票 

◆接種料金     無料（５歳になると任意接種となり、有料です。） 

◆実施期間     年間通して行っています 

◆実施医療機関    

医療機関名 接種曜日 受 付 時 間 

でざわ小児科       

℡３１-０３３０ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００  １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：３０ 

山見医院         

℡２３-２１０１ 

月～木 

金 

土 

８：３０～１１：３０  １４：００～１８：００ 

８：３０～１１：３０ １４：３０～１８：００ 

９：３０～１１：３０ １３：３０～１７：００ 

津曲小児科医院         

℡２２-２１７５ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００  １３：１５～１７：３０ 

８：３０～１２：００  １３：１５～１７：００ 

にちなんファミリークリニック 

℡５５-１１２１ 

月・火・水・金 

木・土 

８：３０～１１：３０  １４：３０～１７：３０ 

８：３０～１２：００      ※要電話予約 

 

２ Ｂ型肝炎 

 

◆対象者      生後２か月から１１か月（平成 28年 4月 1に以降に生まれた者） 

◆持っていくもの  母子健康手帳、予診票 

◆接種料金     無料（１歳になると任意接種となり、有料です。） 

◆実施期間     年間通して行っています 

◆実施医療機関    

医療機関名 接種曜日 受 付 時 間 

でざわ小児科       

℡３１-０３３０ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００  １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：３０ 

山見医院         

℡２３-２１０１ 

月～木 

金 

土 

８：３０～１１：３０  １４：００～１８：００ 

８：３０～１１：３０ １４：３０～１８：００ 

９：３０～１１：３０ １３：３０～１７：００ 

津曲小児科医院         

℡２２-２１７５ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００  １３：１５～１７：３０ 

８：３０～１２：００  １３：１５～１７：００ 

産婦人科たなかクリニック         

℡２３-１５５１ 

   月～金 

水・土 

８：３０～１２：００  １４：００～１７：３０ 

８：３０～１２：００      ※要電話予約 

北村胃腸科眼科  

℡２３-００８６ 

月～土 

水 

８：３０～１２：００  １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：００      ※要電話予約 

 

 

３ 四種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ） 

 

４ 不活化ポリオ 

平成３１年度 予防接種日程 



 

◆対象者      生後３か月から７歳５か月 

◆持っていくもの  母子健康手帳、予診票 

◆接種料金     無料（７歳６か月になると任意接種となり、有料です。） 

◆実施期間     年間通して行っています 

◆実施医療機関    

 

医療機関名 接種曜日 受 付 時 間 

でざわ小児科       

℡３１-０３３０ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００  １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：３０ 

山見医院       

℡２３-２１０１ 

月～木 

金 

土 

８：３０～１１：３０  １４：００～１８：００ 

８：３０～１１：３０ １４：３０～１８：００ 

９：３０～１１：３０ １３：３０～１７：００ 

津曲小児科医院         

℡２２-２１７５ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００  １３：１５～１７：３０ 

８：３０～１２：００  １３：１５～１７：００ 

にちなんファミリークリニック 

℡５５-１１２１ 

月・火・水・金 

木・土 

８：３０～１１：３０  １４：３０～１７：３０ 

８：３０～１２：００      ※要電話予約 

 

５ BCG 
 

◆対象者      生後３か月から生後１１か月 

◆持っていくもの  母子健康手帳、予診票 

◆接種料金     無料（１歳になると任意接種となり、有料です。） 

◆実施期間     年間通して行っています 

◆実施医療機関    

 

医療機関名 接種曜日 受 付 時 間 

でざわ小児科       

℡３１-０３３０ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００  １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：３０ 

山見医院         

℡２３-２１０１ 

月～木 

金 

土 

８：３０～１１：３０  １４：００～１８：００ 

８：３０～１１：３０ １４：３０～１８：００ 

９：３０～１１：３０ １３：３０～１７：００ 

津曲小児科医院         

℡２２-２１７５ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００  １３：１５～１７：３０ 

８：３０～１２：００  １３：１５～１７：００ 

 

 

６ 麻しん・風しん（混合ワクチン） 

 

◆対象者     第１期 ： 生後１２か月から２３か月（できるだけ早めに受けましょう。） 

          第２期 ： ５歳から６歳（小学校に入学する前の年の、４月１日～翌年３月３１日 

に受けます。） 

◆接種料金    第１期  ： 無料（２歳になると任意接種となり、有料です。） 

第２期  ： 無料（２０２０年４月１日になると任意接種となり、有料です。） 

◆持参する物   母子健康手帳・予診票 

◆実施期間    年間通して行っています 

◆実施医療機関   



 

医療機関名 接種曜日 受 付 時 間 

でざわ小児科       

℡３１-０３３０ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００  １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：３０ 

山見医院         

℡２３-２１０１ 

月～木 

金 

土 

８：３０～１１：３０  １４：００～１８：００ 

８：３０～１１：３０ １４：３０～１８：００ 

９：３０～１１：３０ １３：３０～１７：００ 

津曲小児科医院         

℡２２-２１７５ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００  １３：１５～１７：３０ 

８：３０～１２：００  １３：１５～１７：００ 

猿渡医院    

℡６４－２２２５ 

月･火･木･金 

水･土 

８：３０～１１：３０ １３：３０～１６：３０  

８：３０～１１：３０        ※要電話予約 

うちむらクリニック       

℡３２-１２３０ 

月～土 

水 

８：３０～１１：３０  １４：００～１７：３０ 

８：３０～１１：３０     ※要電話予約 

産婦人科たなかクリニック         

℡２３-１５５１ 

   月～金 

水・土 

８：３０～１２：００  １４：００～１７：３０ 

８：３０～１２：００      ※要電話予約 

北村胃腸科眼科  

℡２３-００８６ 

月～土 

水 

８：３０～１２：００  １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：００      ※要電話予約 

にちなんファミリークリニック 

℡５５-１１２１ 

月・火・水・金 

木・土 

８：３０～１１：３０  １４：３０～１７：３０ 

８：３０～１２：００      ※要電話予約 

 

７ 水痘 

 

◆対象者      生後１２か月から生後３５か月 

◆持っていくもの  母子健康手帳、予診票 

◆接種料金     無料（３歳になると任意接種となり、有料です。） 

◆実施期間     年間通して行っています 

◆実施医療機関    

 

医療機関名 接種曜日 受 付 時 間 

でざわ小児科       

℡３１-０３３０ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００  １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：３０ 

山見医院        

℡２３-２１０１ 

月～木 

金 

土 

８：３０～１１：３０  １４：００～１８：００ 

８：３０～１１：３０ １４：３０～１８：００ 

９：３０～１１：３０ １３：３０～１７：００ 

津曲小児科医院         

℡２２-２１７５ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００  １３：１５～１７：３０ 

８：３０～１２：００  １３：１５～１７：００ 

北村胃腸科眼科   

℡２３-００８６ 

月～土 

水 

８：３０～１２：００ １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：００        ※要電話予約 

にちなんファミリークリニック 

℡５５-１１２１ 

月・火・水・金 

木・土 

８：３０～１１：３０  １４：３０～１７：３０ 

８：３０～１２：００      ※要電話予約 

 

 

 



８ 日本脳炎 

◆対象者及び接種方法 

対象年齢 
標準 

接種年齢 
接種回数 接種量 

１

期 

初回…生後６～90月（7歳 6か月）未満  ３歳 1～4週間隔で 2回 

0.25ml（3 歳未満）

0.5ml （3歳以上） 
追加…生後６～90月（7歳 6か月）未満  ４歳 初回接種約 1年後 1回 

２

期 
９歳～１３歳未満  ９歳 １回 

 

※特例措置①平成 11 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれで、1 期・2 期の接種が終わってないお子さんは、

20歳未満までの間、接種を受けることができます。 

1期接種を一度も接種していない方は、上記標準的な接種スケジュールに沿って接種してください。 

既に 1期の接種を 1回又は 2回受けた方は、前回の接種から接種間隔が開いていても差し支えないので、 

（6日以上の間隔をおいて）残りの回数を接種してください。 

２期は、1期接種を終えた後、６日以上の間隔をおいて接種してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特例措置②平成 19 年 4月 2 日～平成 21 年 10 月 1 日生まれで、生後 90月（7 歳半）に至るまでに第 1 期 3

回分の接種が終わっていないお子さんは、平成 28 年 4 月 1 日より第 2 期の対象年齢（9 歳以上

13歳未満）において、第１期の未接種分の接種を受けることができます。 

 

◆接種料金     無料 

◆持参する物    母子健康手帳・予診票 

◆実施期間     年間通して行っています 

◆実施医療機関     

 

医療機関名 接種曜日 受 付 時 間 

うちむらクリニック       

℡３２-１２３０ 

月～土 

水 

８：３０～１１：３０  １４：００～１７：３０ 

８：３０～１１：３０     ※要電話予約 

山見医院   

 ℡２３-２１０１ 

月～木 

金 

土 

８：３０～１１：３０  １４：００～１８：００ 

８：３０～１１：３０ １４：３０～１８：００ 

９：３０～１１：３０ １３：３０～１７：００ 

津曲小児科医院  

 ℡２２-２１７５ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００ １３：１５～１７：３０ 

８：３０～１２：００  １３：１５～１７：００ 

でざわ小児科    

  ℡３１-０３３０ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００  １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：３０ 

北村胃腸科眼科   

℡２３-００８６ 

月～土 

水 

８：３０～１２：００ １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：００        ※要電話予約 

猿渡医院    

℡６４－２２２５ 

月･火･木･金 

水･土 

８：３０～１１：３０ １３：３０～１６：３０  

８：３０～１１：３０        ※要電話予約 

にちなんファミリークリニック 

℡５５-１１２１ 
月・火・水・金 

木・土 

８：３０～１１：３０  １４：３０～１７：３０ 

８：３０～１２：００      ※要電話予約 

           

種 類 年 齢 接種済み回数 接種回数 

１期 ６か月以上２０歳未満 

１回接種の者 

２回接種の者 

０回接種の者 

のこり２回接種 

のこり１回接種 

のこり３回接種 

２期 ９歳～２０歳未満 ３回接種の者 １回接種 



９ 二種混合（破傷風・ジフテリア） 

 

◆対象者      １１歳～１２歳 

◆接種料金     無料（１３歳になると任意接種となり、有料です。） 

◆持参する物    母子健康手帳・予診票 

◆実施期間     年間通して行っています（一部日時指定あり） 

◆実施医療機関    

  

医療機関名 接種曜日 受 付 時 間 

でざわ小児科         

℡３１-０３３０ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００   １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：３０ 

山見医院        

℡２３-２１０１ 

月～木 

金 

土 

８：３０～１１：３０   １４：００～１８：００ 

８：３０～１１：３０  １４：３０～１８：００ 

９：３０～１１：３０  １３：３０～１７：００ 

津曲小児科医院         

℡２２-２１７５ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００   １３：１５～１７：３０ 

８：３０～１２：００   １３：１５～１７：００ 

島田内科胃腸科       

℡２３-２２３３ 

月～金 

水・土 

８：３０～１１：００   １４：００～１６：００ 

８：３０～１１：００       ※要電話予約 

長友医院            

℡５５－３５２２ 

月～金 

土 

８：３０～１１：３０  １４：００～１７：００ 

８：３０～１１：３０       ※要電話予約 

にちなんファミリークリニック 

℡５５-１１２１ 
月・火・水・金 

木・土 

８：３０～１１：３０   １４：３０～１７：３０ 

８：３０～１２：００       ※要電話予約 

 

１０ 子宮頸がん 

  

◆対象者      小学校６年生から高校１年生相当年齢の女子 

（１２歳の誕生日を含む年度当初から１６歳の誕生日を含む年度末まで） 

◆接種料金     無料 

◆持参する物    母子健康手帳・予診票 

◆実施期間     年間通して行っています 

◆実施医療機関     

 

医療機関名 接種曜日 受 付 時 間 

うちむらクリニック       

℡３２-１２３０ 

月～土 

水 

８：３０～１１：３０  １４：００～１７：３０ 

８：３０～１１：３０     ※要電話予約 

でざわ小児科         

℡３１-０３３０ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００   １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：３０ 

山口内科クリニック         

℡３１-１０８１ 

月・火・木・金 

土 

８：３０～１２：００   １４：００～１７：３０ 

８：３０～１１：３０       ※要電話予約 

山見医院        

℡２３-２１０１ 

月～木 

金 

土 

８：３０～１１：３０   １４：００～１８：００ 

８：３０～１１：３０  １４：３０～１８：００ 

９：３０～１１：３０  １３：３０～１７：００ 

大井外科医院       

℡２５－２１００ 

月～金 

土 

８：３０～１１：３０   １４：００～１７：３０ 

８：３０～１１：３０       ※要電話予約 

津曲小児科医院         

℡２２-２１７５ 

月～金 

土 

８：３０～１２：００   １３：１５～１７：３０ 

８：３０～１２：００   １３：１５～１７：００ 



産婦人科たなかクリニック         

℡２３-１５５１ 

  月～金 

水・土 

８：３０～１２：００   １４：００～１７：３０ 

８：３０～１２：００      ※要電話予約 

島田内科胃腸科       

℡２３-２２３３ 

月～金 

水・土 

８：３０～１１：００   １４：００～１６：００ 

８：３０～１１：００       ※要電話予約 

北村胃腸科眼科       

℡２３-００８６ 

月～土 

水 

８：３０～１２：００   １４：００～１８：００ 

８：３０～１２：００      ※要電話予約 

外山皮膚科          

℡２３-２３７７ 

月・火・木・金 

水・土 

８：３０～１１：００   １４：００～１７：００ 

８：３０～１１：００            ※要電話予約 

長友医院            

℡５５－３５２２ 

月～金 

土 

８：３０～１１：３０  １４：００～１７：００ 

８：３０～１１：３０       ※要電話予約 

にちなんファミリークリニック 

℡５５-１１２１ 
月・火・水・金 

木・土 

８：３０～１１：３０   １４：３０～１７：３０ 

８：３０～１２：００       ※要電話予約 

 

※定期接種として接種できますが、現在は、積極的勧奨は差し控えられています。 


