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して接種できます︒１期の

期の未接種分を特例対象と

成７年４月２日から平成

◎今回の勧奨対象ではない平

票を送付しました︒

月上旬に２期未接種分の予診

19

10

月１日生まれの方は︑１

年４月１日生まれの方で︑

歳まで予診票の交付

13

未接種分がある方は︑９歳

から

歳まで予診票の交付を行

接種を希望される場合は︑

20

を行っていますので︑中央

区保健所︑日本橋・月島保

っています︒１期︑２期の

日本脳炎予防接種の２期勧
奨再開

健センターに母子健康手帳

区保健所︑日本橋・月島保

健センターに母子健康手帳

を持参の上︑お越しくださ

い︒

ＭＲ︵麻しん風しん混合︶ワ
クチンおよび麻しんワクチ
ン未接種分の任意接種

麻しんの排除や感染拡大の

防止を図るため︑麻しんの予

防接種が２回完了していない

方に費用助成を行っています︒

対 象

り かん

・満２歳から２期対象前の方

のうち︑麻しん未罹患でＭ

Ｒ１期を未接種の方

・小学校１年生から高校３年

生相当までの年齢の方およ

年４月１日生まれの方

び平成２年４月２日から平

成

のうち︑麻しん未罹患で２

回の麻しん予防接種が完了

していない方

対象ワクチン

原則︑ＭＲワクチン

任意ＭＲ予診票に必要事項

接種方法など

を記入の上︑指定医療機関で

無料接種できます︒中央区保

健所︑日本橋・月島保健セン

ターで手続きを行いますので︑

母子健康手帳を持参の上︑お

越しください︒

◎免疫の効果から接種後１年

間は２度目の接種はできま

せんのでご了承ください︒

防係

逢中央区保健所健康推進課予

☎
︵３５４１︶
５９３０

10

年４月２日から平成

ＤＰＴ−ＩＰＶ、ＤＰＴ、ＤＴ、
不活化ワクチン ＩＰＶ、日本脳炎、ＨＰＶ、Ｈ 接種した日から次の予防接種を行うまでの間隔は、6日以上置くこと
ｉｂ、小児用肺炎球菌など

14

い︒

接種した日から次の予防接種を行うまでの間隔は、27日以上置くこと

日本脳炎予防接種の特例対
象の勧奨

ＢＣＧ、ＭＲ、水痘、おたふく
かぜなど

10

年４月２日から平成

生ワクチン

平成

接種間隔の目安

11

年４月１日生まれの方へ６

皮下接種 0.5ml
（生後2カ月〜6カ月接種開始）
1日から14日生まれの方は
生後2カ月〜6カ月
初回は27日以上の間隔で3回（1歳までに3
2カ月に達する前月
小児用肺炎球菌
2カ月〜5歳の前日
4回接種
回目を完了）、追加は初回完了から60日以
15日から31日生まれの方は
（初回3回、追加1回）
上の間隔をあけて1回
2カ月に達する月
◎接種開始月齢によって接種回数が異なり
ます。
※基本はＭＲワクチンを接種。麻しんまたは風しんに罹患したことがあり、保護者が希望する場合は、罹患していないほうの単味のワクチンを接種す
ることもできます。

21

19

未接種分がある方は︑中央

皮下接種 0.5ml
1日から14日生まれの方は （生後2カ月〜6カ月接種開始）
2カ月に達する前月
初回は4〜8週間隔で3回、追加は初回完了
15日から31日生まれの方は から7〜13月後に1回
2カ月に達する月
◎接種開始月齢によって接種回数が異なり
ます。

19

を持参の上︑お越しくださ

生後2カ月〜6カ月
4回接種
（初回3回、追加1回）

筋肉内接種 0.5ml 全3回
（ワクチンが2種類あり、
互換性がないため接
種が始まるとワクチンの変更はできない。
3回終了後の別ワクチンの追加もできない）
サーバリックス：初回接種から1カ月後、6
カ月後に接種
ガーダシル：初回接種から2カ月後、6カ月
後に接種

19

日生まれの方へ５

2カ月〜5歳の前日

現在個別勧奨は
行っていない

皮下接種 0.5ml
1回

年

インフルエンザ菌ｂ型
（Ｈｉｂ）

中学校1年生
6カ月間に3回接種

0.25ml（3歳未満）
0.5ml（3歳以上）
1回

平成

1日から14日生まれの方は
9歳に達した時から
9歳に達する前月
10歳に達するまでの期間 15日から31日生まれの方は
9歳誕生月

小学校6年〜
高校1年女子

子宮頸がん
（ＨＰＶ）

皮下接種

予防接種のご案内

1日から14日生まれの方は
4歳に達する前月
15日から31日生まれの方は
4歳誕生月

年６月

9歳〜13歳の前日

0.25ml（3歳未満）
0.5ml（3歳以上）
6〜28日間隔で2回

年４月２日から平成

不活化ワクチン

2期

皮下接種

未接種の予防接種がある場合

1日から14日生まれの方は
3歳に達する前月
15日から31日生まれの方は
3歳誕生月

3歳に達した時から
4歳に達するまでの期間

6カ月〜7歳6カ月前
4歳に達した時から
1期追加 日で1期初回終了後
5歳に達するまでの期間
6月以上経過した者

日本脳炎

皮下接種 0.1ml
1回

は︑中央区保健所︑日本橋・

1期初回 6カ月〜7歳6カ月の
（1〜2回） 前日

1日から14日生まれの方は
11歳に達した時から
11歳に達する前月
12歳に達するまでの期間 15日から31日生まれの方は
11歳誕生月

予防接種を受けることは︑

11歳〜13歳の前日

皮下接種 0.5ml
1期初回終了後
12〜18月の間に1回

感染症の発症を予防すること

2期

い︒

DT
（二種混合）
ジフテリア・
破傷風

皮下接種 0.5ml
20〜56日間隔で3回

月島保健センターで手続きを

生後3カ月に達した時から
1期初回
DPT-IPV
生後12カ月に達するまで 1日から14日生まれの方は
（1〜3回）
（四種混合）
3カ月〜7歳6カ月の の期間
3カ月に達する前月
ジフテリア、
前日
1期初回接種終了後12月に 15日から31日生まれの方は
百日せき、破
達した時から18月に達す 3カ月に達する月
傷風、ポリオ 1期追加
るまでの期間

に役立ちます︒接種時期に︑

皮下接種 0.5ml
2回

月中旬に予診票を送付しまし

11カ月に達する月

行いますので︑母子健康手帳

生後12カ月から生後15カ
月に至るまでに1回目を接
種し、1回目の接種から6〜
12カ月あけて2回目を接種

を持参の上︑お越しください︒

皮下接種 0.5ml
1回

お知らせと予診票を送付しま

小学校就学前々年度の
3月末ごろ

1歳〜3歳の前日

1回

す︒体調の良い時に早めに受

同左

水痘
（水ぼうそう）

経皮接種

た︒以降は︑９歳誕生日を迎

2期

5歳〜7歳未満で小学
校 入 学1年 前 の 年 度
（入 学 前 年 度 の4月1
日〜3月31日）

皮下接種 0.5ml
1回

◎法律による対象年齢を過ぎ

11カ月に達する月

け ま し ょ う︵法 律 に 基 づ き 区

5カ月に達する月

同左

える前に予診票を送付します︒

生後5カ月から8カ月の間

1歳〜2歳の前日

ると︑公費による接種はで

1歳の前日

1期

が実施する予防接種は別表の

接種方法など

◎２期勧奨再開に伴い︑平成

生ワクチン

※ＭＲ
麻しん
風しん

予診票発送時期

きませんのでご注意くださ

ＢＣＧ

標準的接種期間

中央区へ転入された方で︑

法律による対象年齢
（無料接種）

予防接種名

とおり︶︒

別表

社会福祉協議会への寄付
平成28年４月分
寄付合計156,709円
（敬称略・順不同）
［一般寄付金］
佃二丁目鈴木猛夫…1,640円、21東
京パイロットクラブ…50,000円、公
益社団法人日本橋法人会…39,000円、
佃扇会…5,000円、鈴木邑次…10,000
円、田野拓馬…1,006円、隅田川踊り
の会…10,000円、保田清…5,000円、
有限会社三谷葬儀社…10,000円、三
谷和美…5,000円、匿名（８件）…20,
063円（内訳5,000円、5,103円、2,000円、
5,000円、1,300円、650円、450円、
560円）
逢中央区社会福祉協議会管理部
☎（３２０６）０５０６

日時

唖・娃午前11時30分〜午後２時
・第２木曜日 日本橋社会教育会館
・第３木曜日 女性センター「ブー
ケ21」
・第４木曜日 シニアセンター、月
島社会教育会館
亜外出や交流の機会が少ない70歳以
上の方で、原則デイサービスなど
の通所サービスを利用していない
方

あたたかい善意
ありがとうございました
凡例

会食と交流事業
「ほがらかサロン」
のご案内と
運営ボランティア募集

阿「ほがらかサロン」は、１人暮らし
中小企業技術者高度研修費用
などにより、家に閉じこもりがち
の助成
な高齢者の孤独感や不安感の解消、
介護予防を目的に、食事や会話を
区内中小企業の経営者または従業
しながらレクリエーションなどで
員が、事業活動に必要な技術を身に
楽しく過ごすサロンです。
付けるため高度技術研修会（初歩的
愛各15人（先着順）
なものではなく、一定の技術を有す
る方がさらに高度な技術を取得する
挨昼食代として１回617円
ための研修会）に参加する場合、そ
姶電話で申し込む。
◎申込時に定員に達している場合は、 の研修費用の一部を助成します。
［補助率］研修費用の２分の１
予約待ちとなりますので、ご了承
［限度額］100,000円
ください。
［運営ボランティア募集］
［必要書類］申請書、研修会の内容が
本サロンの企画・運営はボランテ
分かるもの、企業概要
ィアの方を中心に行っています。現
◎申請書は区のホームページからダ
在、ボランティアとして本サロンを
ウンロードできます。
お手伝いいただける方を募集してい
◎申請に当たっては、事前にご相談
ます。詳細はお問い合わせください。
ください。
逢中央区社会福祉協議会在宅福祉サ
逢商工観光課中小企業振興係
ービス部
☎（３５４６）５４８７
☎（３２０６）０６０３

◀社会福祉協議会イ
メージキャラクタ
ー
﹁ニ ジ ノ コ ﹂

本会議・委員会の傍聴
本会議や委員会はどなたでも傍聴
することができます。委員会の日程
についてはお問い合わせください。
逢議会局調査係
☎
（３５４６）
５５５９
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