２０２０．１０月改訂

２０２０年度 予防接種カレンダー
大切な子どもを感染症から守るために予防接種を受けましょう !
予防接種に関するお問い合わせ先 ： 甲良町保健福祉課
保健係 保健師

TEL : 0749 - 38 - 3314
FAX : 0749 - 38 - 5150

予防接種は、病気に対する抵抗力をつけ、発病を予防するために大切なものです。
母子健康手帳などで接種の記録を確認し、予防接種の説明書をよく読んで、医療機関で接種してください。

予防接種を受けられる医療機関

予防接種はすべて、医療機関で受けてください。

接種は無料です

＜ 事前に医療機関に電話予約 をしてください＞
医療機関名
1 若松医院
2 たけは内科医院
3 石川医院
4 上林医院
5 北村医院
6 重森医院
7 中川クリニック
8 成宮クリニック
9 野口小児科
10 矢部医院
11 かみやキッズクリニック

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

所 在 地
甲良町尼子２０１９－１
豊郷町下枝２３番地２
愛荘町蚊野１８８２番地
愛知郡愛荘町目加田882
愛荘町蚊野１７３２番地

豊郷町四十九院867
愛荘町沓掛３８２番地
愛荘町市９１７番地７
愛荘町沓掛３８８番地
愛荘町愛知川１３３２番地１
彦根市芹川町字塚町４７２-１６
彦根市中央町３－７３
神野レディスクリニック
神野レディスクリニックアリス 彦根市八坂町２８８８－１
神野レディスクリニックソフィア 彦根市川瀬馬場町１０８２－１
彦根市小泉町１０６-１-103
すみよしクリニック
彦根市西葛籠町１６４
高崎医院
彦根市西沼波町２６９-１８
辰巳医院
彦根市開出今町１５１６-１８
田中クリニック
たなか小児科
田宮こども診療所
なかつか内科医院
中西医院
成美記念クリニック
ふじせき医院
藤野こどもクリニック
ふせクリニック
松木診療所
安澤内科診療所
豊郷病院
彦根市立病院
彦根中央病院
湖東記念病院

彦根市川瀬馬場町１０８２-７
彦根市松原町３６１４番地
彦根市川瀬馬場町１０８２-５
彦根市芹橋二丁目９番14号
彦根市賀田山町１４０５-３
彦根市高宮町２０３７
彦根市戸賀町３６-６
彦根市地蔵町１９０-８
彦根市平田町６７８-１０
彦根市高宮町２２９０
豊郷町八目１２
彦根市八坂町1882
彦根市西今町４２１
東近江市平松町２-１

国立病院機構
33 東近江総合医療センター 東近江市五智町２５５番地

電話番号
備 考
0749-38-2482 ※3歳以上の児のみ ※10～12月不可
0749-35-8015 ※1歳以上の児のみ ※ B肝・BCGは不可
0749-37-2007
0749-37-2003
0749-37-2008
0749-35-2068 ※日本脳炎2期のみ
0749-42-2225
0749-42-2620
0749-42-3050
0749-42-2167
0749-23-2255
0749-22-6216 ※日本脳炎は不可
0749-29-9025 ※日本脳炎とBCGは不可
0749-25-5566 ※ロタと日本脳炎は不可
0749-30-1835 ※水痘、MR、日本脳炎、2種混合のみ
0749-28-0210 ※MR、日本脳炎、2種混合のみ
0749-22-1180 ※ロタは不可
0749-27-1611 ※BCGは不可
0749-28-8801
0749-22-2780
0749-29-0981
0749-22-1152
0749-28-1323
0749-23-2233
0749-47-5311
0749-46-3711
0749-22-5185

※ロタは不可
※ＭＲ、日本脳炎、3種混合、2種混合のみ

※ロタは不可

※ロタは不可
※ロタとBCGは不可
0749-22-0954 ※ロタとBCGは不可
0749-35-3001
0749-22-6050
0749-23-1211
0749-45-5000
0748-22-3030

持 ち 物 ： 予診票 （あらかじめ記入してお持ち下さい） ・ 母子健康手帳 ・ 保険証
上記以外の医療機関で接種を希望される場合は、保健福祉課までお問い合わせください。

予防接種名

対象年齢

回数・望ましい間隔

ロタリックス

出生6週から24週

２回接種(２７日以上の間隔をあける）

ロタテック

出生6週から32週

３回接種(２７日以上の間隔をあける）

ロタウイ ルス ワクチン

生後２か月から５歳を迎える日の前日まで

１回から４回接種
（接種開始月年齢により異なります。
対象月齢になったらすぐに接種しましょう。）

１歳を迎える日の前日まで

３回接種
【２回目】１回目の接種から
２７日以上間隔をあける
【３回目】１回目の接種から
１３９日（約２０週）以上間隔をあける

Ｈｉｂ（ヒブ）ワクチン
小児用肺炎球菌ワクチン

B型肝炎ワクチン

四種混合ワクチン
（ジ フテ リ ア ・破傷風・
百日咳・ 不活化ポリ オ）

１期
初回
１期
追加

ＢＣ Ｇ （結核）
麻しん・風しん
（ＭＲ）混合ワクチン
水痘ワクチン
（みず ぼうそう）

１歳を迎える日の前日まで
１期
２期

二種混合ワクチン
（ジ フテ リ ア ・破傷風）
子宮頸がん予防ワクチン
(ヒトパピ ロ ー マウイルス感染症)

20～56日までの間隔で３回接種
１期初回の３回目の接種から
１年～１年半後に１回接種
１回接種

１歳から２歳を迎える日の前日まで
就学前１年間
（保育園・幼稚園の年長に相当する期間）

各１回接種

初回
追加
１期
初回

日本脳炎ワクチン
＊特例措置があります。

生後３か月から７歳６か月を迎える日の
前日まで

１期
追加

１歳から３歳を迎える日の前日まで
初回接種後、６～12か月の間隔をあける
３歳から７歳６か月を迎える日の前日まで
（事前に申し出があれば
生後６か月から可能）

６～２８日までの間隔で２回接種
１期初回の２回目の接種日から
おおむね１年後に１回接種

２期

９歳から１３歳を迎える日の前日まで
（望ましい接種時期は小学４年生です）

１回接種

２期

小学６年生
(11歳から１３歳を迎える日の前日まで）

１回接種

小学６年生から高校１年生に相当する年齢の女性
※ 現在、甲良町では積極的には勧めていません。

３回接種
（間隔は接種ワクチンにより異なります）

★日本脳炎予防接種を差し控え により接種機会を逃した人
特例対象者

接種の対象期間

①平成７年４月２日～
平成１９年４月１日に生まれた人

２０歳未満

②平成１９年４月２日～
平成２１年１０月１日に生まれた人

生後６か月～７歳６か月になる１日前まで、または９歳～１３歳になる１日前
＊１期の接種が完了しないうちに７歳６か月を超えた場合には、
２期の年齢で１期不足分を接種することができます。

接種者の接種歴

その後の接種方法

１期を全く受けていない人

・６～２８日までの間隔をあけて２回接種し、
さらに２回目から６か月以上～１年経過した時期に３回目を接種
・４回目は９歳以上で接種する。ただし、３回目との接種間隔は６日あける。

１期のうち、１回のみ受けた人

・２回目と３回目を６日以上の間隔をあけて接種
・４回目は９歳以上で接種し、３回目との接種間隔は６日以上あける

１期のうち、２回受けた人

・３回目を接種
・４回目は９歳以上で接種し、３回目との接種間隔は６日以上あける

１期のうち、３回受けた人

・４回目は９歳以上で接種し、３回目との接種間隔は６日以上あける

