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休日夜間急患診療（1次救急）
伊勢原2丁目7-31　伊勢原シティプラザ内

診療所名 区　分 診療受付時間

休日夜間急患診療所
93-5019

内科･小児科･外科

休日
（日曜日･祝日）

 9：00〜11：30
14：00〜16：30

夜間
（休日を含む毎日） 19：30〜22：45

休日歯科診療所
95-3121

休日
（日曜日･祝日）

 9：00〜11：30
13：00〜16：30

※�眼科･耳鼻咽喉科（9：00〜16：30）と2次救急の当番医は、
消防署（ 95-2119）へお問い合わせください

※�休日夜間急患診療所、休日歯科診療所受診後は、必ず
かかりつけ医を受診してください

乳幼児健康診査･相談� 2/7～17実施分
母子健康手帳と健康診査票、バスタオルのほか、
1歳6カ月児健康診査と2歳児歯科健康診査は歯

▪担子育て支援課 94-4637

かながわ小児救急ダイヤル
045-722-8000　18：00〜翌日8：00（年中無休）

項　目 対　　象 日程･受付時間
4カ月児
� 健康診査

令和 4年 9月16日〜30日生  2/ 7（火） 12：30〜
　13：30令和 4年10月 1日〜15日生  2/14（火）

7カ月児
� 健康相談

令和 4年 6月 1日〜15日生  2/10（金）  9：15〜
　10：15令和 4年 6月16日〜30日生  2/17（金）

お誕生日前
� 健康診査

満10カ月〜誕生日前日に、指定した医療機
関で受診。受診票は医療機関にあります。

1歳6カ月児
� 健康診査

令和 3年 7月16日〜31日生  2/10（金）

12：30〜
　13：30

令和 3年 8月 1日〜15日生  2/17（金）
2歳児歯科
� 健康診査

令和 3年 2月 1日〜15日生  2/ 9（木）
令和 3年 2月16日〜28日生  2/16（木）

3歳児
� 健康診査

令和 2年 1月 1日〜15日生  2/ 8（水）
令和 2年 1月16日〜31日生  2/15（水）

　赤ちゃんは、お母さんからもらった抵抗力（免
疫）によって病気から守られていますが、その免
疫は生後数カ月で自然に失われます。このため、
赤ちゃん自身が免疫をつくって病気を予防する必
要があり、その助けとなるのが予防接種です。
　子どもは発育とともに外出の機会が増え、感染
症にかかる可能性も高くなります。市役所分室の
担当で配布する冊子｢予防接種と子どもの健康｣や
厚生労働省ホームページ｢予防接種情報｣を確認
し、接種の必要性や副反応について理解した上で
接種しましょう。
▪担健康づくり課 94-4616

予防接種の種類と接種時期
　定期予防接種の種類は、右表のとおりです。｢対象年齢｣は法で
定める年齢ですが、｢標準年齢｣内で接種するようにしましょう。
なお、対象年齢内の接種は無料です。

接種は遅らせず、計画的に行いましょう
　子どもの予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい
年齢などを基に決められています。時期を遅らせると免疫が
つくのが遅れ、重い感染症になる危険性が高まります。子ど
もの健康を守るため、期間内に接種を受けられるようにしま
しょう。

接種方法
◆定期予防接種は、市内と近隣市（秦野市･平塚市･厚木市）の契約
医療機関で受けることができます。医療機関ごとに接種できる曜
日や時間が決まっていますので、事前にご確認ください
◆予約後に受診できなくなった場合は、必ず医療機関へ連絡しま
しょう。受診時には母子健康手帳と健康保険証をご持参ください
◆やむを得ない理由により契約医療機関以外の医療機関で接種す
る場合は、事前に担当へご相談ください

予防接種と副反応
◆日本のワクチンは副反応が少ないとされていますが、子どもの
体質はそれぞれ違うため、副反応が生じる場合もあります。予防
接種の効果や副反応などをよく理解し、子どもの体調が良いとき
に受けましょう
◆接種後にひどいはれや高熱、ひきつけなどの症状が出た場合に
は、医師の診察を受けてください。万が一、健康被害が発生し、
国が定期の予防接種によるものと認定したときは、健康被害救済
制度の対象になります

子どもの定期予防接種の種類
予防接種の種類
�（　）内は接種回数 対象年齢 標準年齢と接種方法

ヒブ
（1回〜4回）＊1

初回（3回） 満2カ月〜
� 5歳未満

満2カ月〜7カ月未満に接種を開始し、27
日（医師が認める場合は20日）〜56日の間
隔で1歳になるまでに3回接種

追加（1回） 3回目から7カ月〜13カ月おいて接種

小児用肺炎球菌
（1回〜4回）＊1

初回（3回）
満2カ月〜
� 5歳未満

満2カ月〜7カ月未満に接種を開始し、27
日以上の間隔で1歳になるまでに3回接種

追加（1回） 3回目から60日以上おいて満1歳〜1歳3カ
月未満に接種

B型肝炎（3回）＊2 出生直後〜
� 1歳未満

満2カ月〜9カ月未満に接種を開始し、1回
目から27日以上の間隔で2回目を、1回目
から139日以上の間隔で3回目を接種

四種混合
（ジフテリア･
百日せき･破傷
風･ポリオ）＊3

初回（3回） 満3カ月〜
� 7歳6カ月未満

満3カ月〜1歳未満の間に20日〜56日の間
隔で3回接種

追加（1回） 3回目接種後1年〜1年6カ月おいて接種

BCG（1回） 出生直後〜1歳未満 満5カ月〜8カ月未満

麻しん（はしか）･
風しん

1期（1回） 満1歳〜2歳未満

2期（1回） 満5歳〜7歳未満で小学校就学前の1年間（幼稚園･保育園の年
長児）

水痘（みずぼうそう）
（2回） 満1歳〜3歳未満 1歳〜1歳3カ月の間に1回接種し、6カ月〜

12カ月おいて2回目を接種

日本脳炎＊4
１
期

初回（2回）満6カ月〜
� 7歳6カ月未満

満3歳で6日〜28日の間隔をおいて2回接種
追加（1回） 2回目接種後1年おいて4歳のうちに接種

2期（1回） 満9歳〜13歳未満 満9歳
二種混合（ジフテリア･破傷風）
（1回） 満11歳〜13歳未満 満11歳

子宮頸
けい
がん（3回）＊5

小学校6年生〜
高校1年生相当の
年齢の女性

サーバリックス®は中学校1年生で1回目の
接種から1カ月後、6カ月後に接種
ガーダシル®は中学校1年生で1回目の接種
から2カ月後、6カ月後に接種

キャッチアップ接種＊6

子宮頸がん(3回)
平成9年4月2日〜
18年4月1日生まれ
の女性

令和7年3月末までにサーバリックス®は�
1回目の接種から1カ月後、6カ月後に接種
令和7年3月末までにガーダシル®は1回目
の接種から1カ月後、6カ月後に接種

ロタウイルス＊7

1価ワクチン
（2回） 生後6週〜24週 満2カ月〜15週未満の間に1回接種し、27

日以上おいて2回経口投与
5価ワクチン

（3回） 生後6週〜32週 満2カ月〜15週未満に接種を開始し、27日
以上の間隔で3回経口投与

お子さんの予防接種はお済み
ですか

予防接種情報

はじめての孫育て教室
子育ての今と昔の違いを解説▪時2月20日（月）午後
1時30分〜3時30分▪場伊勢原シティプラザ▪対市内
在住の妊婦または祖父母になる人20人（申込順）
ごっくん離乳食教室
4カ月〜6カ月児の楽しい離乳食の進め方を学ぶ
▪時2月27日（月）午後1時15分〜3時（受付は午後1
時〜）▪場市役所分室▪定15人（申込順）

ブラシ、3歳児健康診査は歯ブラシと視聴覚ア
ンケートをお持ちください▪場伊勢原シティプラ
ザ（お誕生日前健康診査を除く）▪費無料

口腔がん無料検診
▪時3月30日（木）午後1時30分〜▪場休日歯科診療所

（伊勢原シティプラザ内）▪対市内在住で口内炎な
どの症状がある人20人（申込多数の場合は抽選）
▪申ハガキに住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号を明記し問い合わせ先（〒257-0051秦
野市今川町1-3）へ▪締2月22日（水）
▪問秦野伊勢原歯科医師会 83-3117

＊1　�接種開始年齢やスケジュールによって接種回数が異なります
＊2　�母子感染予防のために抗HBs人免疫グロブリンと併用して接種する場合は健康保険が適用されるため、定期

接種にはなりません
＊3　�ポリオ予防接種は生ワクチンから不活化ワクチンとなり、接種方法や回数が変わりました。生ワクチンを1回

しか接種していない人は、生ワクチンと不活化ワクチンを合わせて4回接種する必要があります
＊4　�特例：平成7年4月2日〜19年4月1日生まれの人は、全4回のうち足りない回数を20歳未満までは無料で接種できます
＊5　�ワクチンによってスケジュールが変わります。シルガード9®は令和5年度定期接種に向けて検討しています
＊6　�令和7年3月までは無料。平成18年度・19年度生まれの人は、接種終了日が令和7年3月まで延長しました
＊7　�初回接種は、副反応の一つである腸重積症の発症しやすい時期を避けるため、生後15週未満で完了すること

が望ましいとされています

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
いる低所得の子育て世帯を支援するため、児
童1人当たり5万円の一時金を支給しています。
対象　令和4年3月末時点で、18歳以下（障がい
児の場合は20歳未満）の児童を養育している
人で、感染症の影響で収入が著しく減った人
※同一児童について、すでに｢子育て世帯生
活支援特別給付金（ひとり親世帯分またはひ
とり親世帯以外分）｣を受給している人を除く
▪担子育て支援課 94-4633

申請期限は
2月28日（火）子育て世帯生活支援特別給付金

▪担健康づくり課 94-4616


