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予防接種 種類 回数・接種量 対　　象　　者 接　　種　　回　　数　　・　　間　　隔

B 型肝炎
H28.10.1 定期開始

不
活
化
ワ
ク
チ
ン
（
Ａ
類
疾
病
）

３回
各0.25ml

平成 28 年４月１日以降に生まれた、生後１歳に
至るまでの間にある者（１歳になる前日）
標準的接種期間：生後 2 ～ 9 月に至るまでの間

１回目　　　　　　　　　　　　２回目　　　　　　　　　　　　　３回目

ヒブ
生後２～ 60月に至
るまでの間

（生後２月になる前日
から 60 月の前日ま
で）

４回
各0.5ml

標準的な接種開始年齢
※なるべくこの時期に接種を開始しましょう。
●生後２～７月に至るまで
　（生後２月になる前日から生後７月になる前日）

【初回】１回目　　　　　　　　　２回目　　　　　　　　　　３回目　　　　　　　　　　【追加】４回目

≪標準的には 27 日から 56 日までの間隔で接種≫　　　　　≪標準的には初回接種終了後 7 月から 13 月≫
＊	生後 12月までに3回の初回接種を終了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日（医師が
認めるときは20日）以上の間隔をおいて1回接種。

３回
各0.5ml

生後７～ 12 月に至るまで
（生後７月になる前日から生後 12 月になる前日）

【初回】１回目　　　　　　　　　　　　　２回目　　　　　　　　　　　　　　【追加】３回目

≪標準的には 27 日から 56 日までの間隔で接種≫　　　≪標準的には初回接種終了後 7 月から 13 月≫
＊生後12月までに2回の初回接種を終了せずに生後12月以降に追加接種を行う場合は、初回接種終了後27日（医師が
認めるときは20日）以上の間隔をおいて1回接種。

１回
0.5ml

生後 12 ～ 60 月に至るまで
（１歳になる前日から５歳になる前日） 1回接種

小児用肺炎球菌
生後２～ 60月に至
るまでの間

（生後 2 月になる前
日から 60 月の前日
まで）

４回
各0.5ml

標準的な接種開始年齢
※なるべくこの時期に接種を開始しましょう。
●生後２～７月に至るまで

（生後２月になる前日から生後７月になる前日）

【初回】１回目　　　　　　　　２回目　　　　　　　　３回目　　　　　　　　【追加】4回目
　　　　　

≪標準的には生後 12 月から 15 月≫
＊初回２回目及び３回目は、生後24月に至るまでに接種することとし、それを超えた場合は行なわない（追加接種
は可能）。また、初回接種のうち２回目の接種は生後12月までに行うこととし、それを超えた場合は初回接種の
うち３回目は行わない（追加接種は可能）。

３回
各0.5ml

生後７～ 12 月に至るまで
（生後 7 月になる前日から 1 歳になる前日）

【初回】１回目　　　　　　　　　　　２回目　　　　　　　　　　　【追加】３回目

＊初回２回目は生後24月までに行い、それを超えてしまった場合は行わない（追加接種は可能）
２回
各0.5ml

生後 12 ～ 24 月に至るまで
（１歳になる前日から２歳になる前日）

１回目　　　　　　　　　　　　　　２回目

１回
0.5ml

生後 24 ～ 60 月に至るまで
（２歳になる前日から５歳になる前日） 1回接種

四種混合（DPT-IPV）
（ジフテリア・百日咳・
破傷風・ポリオ）

４回
各0.5ml

生後３～ 90 月に至るまでの間
（生後３月になる前日から７歳６ヵ月になる前日）
標準的接種期間：

１期　　　生後３～12月に達するまで
１期追加　１期初回（３回）終了後
　　　　　12月～18月までの間隔をおく

【１期初回】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【１期追加】　　　　　　　	　　　【１期追加】
１回目　　　　　　　　　　　　２回目　　　　　　　　　　　　３回目　　　　　　　　　　　　4回目

　　　　　

≪標準的には 20 日から 56 日までの間隔で接種≫　 　　≪標準的には初回終了後 12 から 18 月の間≫

　

1 回目接種後 27 日以上の間隔をあけて 2 回目を接種

初回（3 回目）終了後 7 月以上
の間隔をあけて 4 回目を接種

3 回目接種から 60 日以上の間隔をあけ
て、生後 12月以降に接種

3 回目接種後 6 月以上の間隔を
おいて接種

1 回目接種後 27 日以上（医師が認める場
合は 20 日）の間隔をあけて 2 回目を接種

1 回目の接種から 27 日以上の間隔
をあけて（生後 12 月までに完了）

1 回目接種後 20 日以上の間隔をおいて
2 回目を接種

1 回目の接種から 27 日以上の間隔をあ
けて（生後 24 月までに完了）

2 回目接種から 60 日以上の間隔をあ
けて、生後 12月以降に接種

1 回目接種後 27 日以上（医師が認める場合は 20 日）
の間隔をあけて 2 回目を接種

初回（2 回目）終了後 7 月以上の間隔をあ
けて 3 回目を接種

初回接種　3 回（生後 12 月までに）
追加接種　1 回

初回接種　2 回（生後 12 月までに）
追加接種　1 回

初回接種　3 回　　追加接種　1 回

初回接種　2 回　　追加接種　1 回

2 回目接種後 27 日以上（医師が認める場
合は 20 日）の間隔をあけて 3 回目を接種

2 回目の接種から 27 日以上の間
隔をあけて（生後24月までに完了）

2 回目接種後 20 日以上の間隔をおいて
3 回目を接種

1 回目の接種から 139 日以上の間隔をあけて 3 回目を接種

定期予防接種の予診票は新生児訪問時に配布・説明をしています。転入の方は、保健福祉センター窓口へ母子健康手帳をご持参の上、お越しく
ださい。
予防接種は、個人の疾患の予防はもちろんですが、社会全体を感染症から守るという目的があります。定期予防接種は、接種努力をするよう義
務付けられています（A 類疾病）。積極的に接種をしましょう。

定期予防接種

１回目接種から 60日以上の間隔をあけて


