
～ 予防接種一覧表 ～

予防接種

（回数）

接種

方法

対象年齢
備考（接種間隔など）

標準的な接種期間

Ｂ型肝炎（3回） 個別
1 歳に至るまで 27 日以上

※3回目は 1回目から 139 日以

上空けて接種生後 2か月～9か月に至るまで

ヒブ（4回） 個別

生後 2か月～60 か月に至るまで 27 日以上

・1歳に至るまでに 3回接種

・4 回目は 3回目から 7ヶ月以

上

1 回目 生後 2か月～7か月未満

4回目 3回目終了後 7か月～13 か月

小児肺炎球菌

（4回）
個別

生後 2か月～60 か月に至るまで
27 日以上

・2歳に至るまでに 3回接種

・4回目は 3回目から 60 日

以上（1歳以降に接種）

1 回目 生後 2か月～7か月

4回目 3回目終了後 60 日以上あけて

生後 12 か月～15 か月

ロタウイルス

※ワクチンによっ

て接種回数が違

います。

令和 2 年 8 月 1 日

生まれから対象

個別

【ロタリックス（１価）】

生まれた日の翌日から起算して 6週に至った

日から 24週に至る日まで

27 日以上

・生後 24週までに 2回(経口)

・生後 2 か月から出生 14 週 6

日までに1回目を接種するこ

と。

【ロタテック（５価）】

生まれた日の翌日から起算して 6 週に至った

日から 32週に至る日まで

27 日以上

・生後 32週までに 3回(経口)

・生後 2 か月から出生 14 週 6

日までに1回目を接種するこ

と。

四種混合（4回） 個別

生後 3～90 か月に至るまで 1～3 回目 20日以上

4 回目 3 回目終了後 6ヶ月以

上

1～3 回目 生後３～12 か月未満

4回目 3回目終了後 12～18 か月

ＢＣＧ（1回） 個別
1 歳に至るまで

生後 5か月～8か月未満

麻疹風疹（ＭＲ）

（2回）
個別

第 1期 生後 12～24 か月に至るまで

第 2期 5歳以上 7歳未満

第 1期は水痘(1 回目)と同時接

種

水痘（2回） 個別

生後 12 か月～36 か月に至るまで
1 回目はＭＲ(第 1期)と同時接

種
1 回目 生後 12～15 か月未満

2回目 1回目終了後 6～12 か月

日本脳炎

（4回）

個別

第１期 生後 6～90 か月に至るまで
初回 6日以上

追加 初回終了後 6ヶ月以上
初回(2回) 3 歳児（年少）

追加(1回) 4 歳児（年中）

個別

第 2期 9歳以上 13歳未満の者

【特例対象者】

①H7.4.2～H19.4.2生まれで20

歳未満の方

②H19.4.2～H21.10.1 生まれで

H22.3.31 までに 1 期が終了し

ていない生後 6 月から 90 月又

は 9歳以上 13歳未満の方

小学校 4年生

二種混合（1回） 個別
11 歳以上 13歳未満

小学校 6年生



※下記の「標準的な接種スケジュール」を参考に計画を立ててください。

※上記の予防接種法による定期接種以外のものは任意接種となります。医療機関で任意の予防接種を受ける

場合は、定期の予防接種と重ならないよう計画を立ててください。

※接種間隔、接種方法等ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。

【３歳までの標準的な接種スケジュール（松崎町版）】

接種間隔と接種回数を、受ける前に再確認してください。

【異なるワクチンの接種間隔】 (R2.10.1～） ※同一ワクチンの接種間隔ではありません。

問合せ先 松崎町役場健康福祉課 健康対策室 ☎４２―３９６６

予防接種

（回数）

接種

方法

対象年齢
備考（接種間隔など）

標準的な接種期間

子宮頸がん

予防ワクチン

（3回）

個別

小学校 6年生～高校 1年生相当の女子 定期接種ですが、H25.6.14 よ

り、積極的な接種の勧奨は差し

控えています（現在は希望者の

み実施しています）。

中学 1年生の女子

２か月 ３か月 ４か月 ５か月 ６か月 ７か月 ８か月 ９か月 10 か月

Ｂ型肝炎 個別 ● ● ●

ヒブ 個別 ● ● ●

小児肺炎球菌 個別 ● ● ●

ロタ（１価） 個別 ● ●

ロタ（５価） 個別 ● ● ●

四種混合 個別 ● ● ●

ＢＣＧ 個別 ●

12 か月 13 か月 14か月 15 か月 16 か月 17 か月 18 か月 19 か月 20 か月

ヒブ 個別 ●

小児肺炎球菌 個別 ●

四種混合 個別 ●

MR１期・水痘① 個別 ●

水痘２回目 個別 ●

※1価、または5価のどちらか希望のワクチンになります。

○注射生ワクチン

ＢＣＧ・ＭＲ・麻疹・風疹・水痘・おたふく ２７日以上 ○注射生ワクチン

○注射生ワクチン

○経口生ワクチン

○不活化ワクチン

○経口生ワクチン (ロタウイルス）

○不活化ワクチン

四種混合・ヒブ・小児肺炎球菌・B型肝炎・

インフルエンザ・日本脳炎 等

制限なし


