
予防接種のスケジュール（月齢別） ＮＯ．１

月齢 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ５ヶ月 ６ヶ月 ７ヶ月 ８ヶ月 ９ヶ月 １０ヶ月 １１ヶ月 １歳♪
お誕生日おめでとう

１～２歳未満 ２歳

ヒブ１回目 ヒブ２回目 ヒブ３回目 ヒブ  追加

肺炎球菌１回目 肺炎球菌２回目 肺炎球菌３回目 肺炎球菌追加

定 B型肝炎１回目 B型肝炎２回目 B型肝炎３回目

四種混合１回目 四種混合２回目 四種混合３回目 四種混合追加

期 ※３回目から１年以上あけて

B  C  G

接
麻疹・風疹

１期

１回目 ２回目

種
注：１

ロタリックス①
※１４週６日まで

ロタリックス②
※２４週未満まで

注:１

ロタテック①
※１４週６日まで

ロタテック②
ロタテック③

※３２週未満まで

オタフク1回目

  ◎定期接種とは、無料で受けられる予防接種です。（市町村で負担してくれます。）

　◎任意接種とは、保護者の希望により、自費で受けていただく予防接種です。

　◎注：１＝ロタウイルスワクチンは、ロタリックス（２回接種）か、ロタテック（３回接種）を選んでいただきます。

←  ４週間以上あけて３回接種  → ※３回目から６０日以上あけて

←  ４週間以上あけて２回接種  →

2023年4月1日現在 （改正により変更になる場合がございます）

←  ４週間以上あけて３回接種  → ※３回目から７ケ月以上あけて

※５～８ケ月未満で

※必ず１～２歳未満で

←  ３週間以上あけて３回接種  →

☏0238-88-2662

HP   http//www.satosyouni.com

※１回目から約２０～２４週あけて　※必ず１歳前まで

←  ４週間以上あけて３回接種  →

おおむね３年以上５年未満の間に２回目接種→

  さとう小児科医院

←  ４週間以上あけて２回接種  →

任
意
接
種

水    痘       水    痘

←※６ヶ月以上あけて２回接種→※必ず３歳未満で



ＮＯ．２

月齢 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 １０歳 １１歳 １２歳 １３歳 １４歳 １５歳

定

期

日本脳炎１回目
〃   ２回目

日本脳炎追加 日本脳炎２期

種

種

◎定期接種とは、無料で受けられる予防接種です。（市町村で負担してくれます。）

HP   http//www.satosyouni.com

２０２３年４月１日現在

☏0238-88-2662

任意
接種

予防接種のスケジュール（月齢別）

※年長組さんを目安に

◎任意接種とは、保護者の希望により、自費で受けていただく予防接種です。 さとう小児科医院

←１回目から２～４週間以上あけて２回目  ←２回目から１年以上あけて追加 追加からおおむね５年以上あけて※９～１３歳未満で

ＤＴ２期

←１１歳～１２歳で→

オタフク２回目

（改正により変更になる場合がございます）

麻疹・風疹 ２期

※年長組さんで



※母子手帳と同じ様式です。スケジュールをたててみましょう！

接種年月日 メーカー/ロット 接種者署名 備考 接種年月日 メーカー/ロット 接種者署名 備考

1回

2回

3回

接種年月日 メーカー/ロット 接種者署名 備考

1回のみ

接種年月日 メーカー/ロット 接種者署名 備考 接種年月日 メーカー/ロット 接種者署名 備考

＊2ケ月から接種できます 第１期

◎4週間以上あけて接種です 第2期

接種年月日 メーカー/ロット 接種者署名 備考

1回

2回

注：年齢・間隔の表示はわかりやすくするため、おおまかな部分がございます。 詳しくは窓口にお問い合わせください。

２０２３年４月１日現在    （改正により変更になる場合があります）

ワクチンの種類

＊1才から接種できます

◎６ケ月以上あけて接種できます

水痘
(３才未満で２回完了）

＊1才で接種できます

＊年長さんで接種できます

ＭＲワクチン
(麻しん風しん)

ワクチンの種類

ワクチンの種類

＊5ケ月～8ケ月未満で接種できますＢＣＧ

＊約9ケ月頃から接種できます
◎3回目から、7ケ月以上あけて下さい

小児用肺炎球菌
（13価結合型）

１回

＊2ケ月から接種できます（2才未満まで）
◎4週間以上あけて3回接種です

２回

３回

追加
＊1才以上から接種できます
◎3回目から60日以上あけて下さい

ワクチンの種類

Ｂ型肝炎

１回

２回

３回

予防接種のスケジュール①

ワクチンの種類

Ｈｉｂ
(インフルエンザ菌b型)

１回

＊2ケ月から接種できます（1才未満まで）
◎4週間以上あけて3回接種です

第Ⅰ期初回２回

３回

追加

◎1回目から２０～２４週あけて接種できます
　　　　　　　　　　　　　(約５～６か月後)

ワクチンの種類

四種混合
ジフテリア

百日咳
破傷風

不活化ポリオ

＊2ケ月から接種できます
◎3週間以上あけて3回接種です

第Ⅰ期追加 ◎3回目から1年以上あけて接種できます

ＤＴ      第2期 ＊11才～12才で接種できます



※母子手帳と同じ様式です。スケジュールをたててみましょう！

接種年月日 メーカー/ロット 接種者署名 備考 接種年月日 メーカー/ロット 接種者署名 備考

1回 ＊3才から接種できます

2回 ◎2～4週間隔で接種できます

※　↕どちらか1種類をお選び下さい。

接種年月日 メーカー/ロット 接種者署名 備考

1回 ＊中学1年生～高校1年生で接種できます 

2回 ◎1ケ月以上あけて接種できます 接種年月日 メーカー/ロット 接種者署名 備考

３回 ◎1回目から6ケ月以上あけて接種できます

1回 ＊中学1年生～高校1年生で接種できます 

2回 ◎2ケ月以上あけて接種できます

３回 ◎1回目から6ケ月以上あけて接種できます 接種年月日 メーカー/ロット 接種者署名 備考

1回 ＊中学1年生～高校1年生で接種できます 

2回

３回 ◎1回目から6ケ月以上あけて接種できます

注：年齢・間隔の表示はわかりやすくするため、おおまかな部分がございます。 詳しくは窓口にお問い合わせください。 さとう小児科医院

℡:０２３８-８８-２６６２

HP http//www.satosyouni.com

◎2ケ月以上あけて接種できます
※１５才になってから1回目の接種を受けた方のみ

２価
(サーバリックス)

4価
(ガーダシル)

9価
(シルガード9)

子宮頚がん
ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ

※6ケ月～13才未満は2回接種・13才以上は1回接種です

ワクチンの種類

1回

2回

インフルエンザ

＊6ケ月から接種できます

◎2～4週間あけて接種できます

1回

2回

オタフク

＊1才から接種できます

＊年長さんでの接種が望ましいです
◎1回目から3～5年後に接種できます

◎2回目から1年以上あけて接種できます

＊9才から接種できます
◎1期追加から、おおむね5年あけて接種できます

ワクチンの種類

＊2ケ月から接種できます
◎4週以上あけて2回接種です

  注   1回目は14週6日までに接種
        2回目は24週未満までに接種

ワクチンの種類

予防接種のスケジュール②

２０２３年４月１日現在   （改正により変更になる場合があります）

※

ロタテック
（5価）

ワクチンの種類

※

ロタリックス
（１価）

1回

2回

ワクチンの種類

第2期 1回

2回

3回

*2ケ月から接種できます
◎4週以上あけて3回接種です

  注   1回目は14週6日までに接種
        2回目は32週未満までに接種

日本脳炎

第 1期初回

第1期追加


