
定期接種について

■小児の水痘・高齢者の肺炎球菌について
　平成 26 年 10 月１日から小児の水痘と高齢者の肺炎球菌の予防接種が定期接種になりました。

小児の水痘について
●対象者…大田原市に住所を有し（※ 1）、１歳から３歳の誕生日の前日までの方。

（※ 1）原発避難者特例法に基づき指定市町村（いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、　　
双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯館村）から住民票を移さずに大田原市に避難している方を含む

●接種回数…必ず、３か月以上の間隔をおいて２回、皮下に接種。
●標準的な接種間隔…１歳から１歳３か月の間に１回目を接種し、６か月から１年の間隔をおいて２回目を接種。
●経過措置（平成 26 年度限り）…10 月１日から平成 27 年３月 31 日までの間に限り、３歳の誕生日から５歳の誕生

日の前日までにある方は、経過措置の対象となり、１回接種を受けることができます。
※すでに水痘にかかったことがある方は、対象となりません。また、すでに水痘ワクチンの接種を受けたことがある

方は、接種した回数分の接種を受けたものとみなします。
●接種料金…無料
※委託医療機関で接種する場合
●持ち物…母子健康手帳、保険証など　
※予診票は、医療機関にあります。

高齢者の肺炎球菌感染症について
●対象者…大田原市に住所を有し（※ 1）、表１に該当する方。該当する方には通知します。
※すでに肺炎球菌ワクチン（ニューモバックスＮＰ）の接種を受けたことがある方は、対象とはなりません。
●接種回数…１回、皮下または筋肉内に接種。
●医療機関窓口で支払う自己負担額…4,100 円（接種費用 7,700 円のうち、3,600 円を市が負担）
※生活保護を受給されている方は、自己負担分が助成されます。必ず、接種前に市へお問い合わせください。
●接種期間…10 月１日から平成 27 年３月 31 日
●持ち物…通知、保険証など
※予診票は、医療機関にあります。

対象者 生年月日
65 歳となる方 昭和 24 年４月２日生まれ～昭和 25 年 4 月 1 日生まれ

70 歳となる方 昭和 19 年４月２日生まれ～昭和 20 年 4 月 1 日生まれ

75 歳となる方 昭和 14 年４月２日生まれ～昭和 15 年 4 月 1 日生まれ

80 歳となる方 昭和９年４月２日生まれ～昭和 10 年 4 月 1 日生まれ

85 歳となる方 昭和４年４月２日生まれ～昭和５年 4 月 1 日生まれ

90 歳となる方 大正 13 年４月２日生まれ～大正 14 年 4 月 1 日生まれ

95 歳となる方 大正８年４月２日生まれ～大正９年 4 月 1 日生まれ

100 歳となる方 大正３年４月２日生まれ～大正４年 4 月 1 日生まれ

101 歳以上となる方 大正３年４月１日以前の生まれ

60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極端に制限される程度の障害
を有する方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方（身
体障害者手帳１級の交付を受けている方）

表１　平成 26 年度の肺炎球菌の定期接種対象者

※平成 27 年度～平成 30 年度は各年度中に 65 歳・70 歳・75 歳・80 歳・85 歳・90 歳・95 歳・100 歳になる方およ
び②の方が対象になります。

法定外の接種について（小児の水痘・高齢者の肺炎球菌）
　大田原市で実施している法定外の予防接種のうち、小児の水痘と高齢者の肺炎球菌の予防接種については、平成
27 年３月 31 日までの予定です。詳しくは、お問い合わせください。

　健康政策課　　 １階　  （２３）８９７５

東東別館「安心･しあわせ館」

2014.1017

Ａ仮設庁舎Ａ棟「政策･せいかつ館」 Ｂ仮設庁舎Ｂ棟「税･まちづくり館」



医療機関名 住　所 電　話
青柳医院 大田原市中央２－１－２ （２２）２１２２
赤羽胃腸科外科肛門科医院 大田原市城山２－５－ 29 （２３）１１３１
阿部内科 大田原市佐久山 2018 （２８）００５３
池永腎内科クリニック 大田原市町島 200 －８ （２４）７０７０
あさかクリニック（旧礒外科小児科医院） 大田原市浅香３－ 3711 － 27 （２２）２６０１
大田原中央クリニック 大田原市中央１－３－ 15 （２３）１０００
大野医院 大田原市中央１－９－７ （２２）２０２５
鎌田浅香医院 大田原市浅香３－３－９ （２２）２７０３
木戸内科クリニック 大田原市美原２－ 2831 － 153 （２０）３２００
国際医療福祉大学クリニック 大田原市北金丸 2600 －６ （２４）１００１
小林内科外科医院 大田原市富士見１－ 1606 － 265 （２３）８８７０
齊藤内科医院 大田原市新富町３－４－ 18 （２２）６１１５
だいなリハビリクリニック 大田原市紫塚３－ 2633 － 10 （２０）３１０２
高橋医院 大田原市滝沢 355 （２８）１１５１
高橋外科医院 大田原市住吉町１－ 11 － 20 （２２）２６２４
ときながメンタルクリニック 大田原市美原２－ 3196 － 52 （２０）１００６
長嶋医院 大田原市下石上 1246 （２９）００５０
那須赤十字病院 大田原市中田原 1081 －４ （２３）１１２２
那須中央病院 大田原市下石上 1453 （２９）２１２１
なす療育園 大田原市北金丸 2600 － 7 （２０）５１００
西田整形外科医院 大田原市元町１－９－ 18 （２０）３１００
橋本内科クリニック 大田原市元町１－２－ 14 （２２）２２２０
藤田医院 大田原市野崎２－７－ 14 （２９）００１０
増山医院 大田原市小滝 1107 －６ （２２）２３３６
増山胃腸科クリニック 大田原市加治屋 83 － 413 （２３）６３２１
松井医院 大田原市城山１－２－３ （２２）２０６７
室井病院 大田原市末広１－２－５ （２３）６６２２
山の手岡くりにっく 大田原市山の手２－ 21 － 10 （２０）２２５１
吉成小児科医院 大田原市新富町２－１－ 22 （２２）２４１２
磯医院 大田原市黒羽向町８ （５４）００２０
江部医院 大田原市黒羽向町 60 （５４）００１３
車田医院 大田原市大豆田 457 － 24 （５４）００６２
くろばね齋藤醫院 大田原市黒羽田町 612 （５４）００３１
益子医院 大田原市大久保 266 （５９）０８３５
益子クリニック 大田原市黒羽田町 827 （５４）２７２７
増山医院 大田原市佐良土 861 （９８）２００８

■ 65歳以上の方を対象としたインフルエンザ定期予防接種
　市では、65 歳以上の方を対象としたインフルエンザ定期予防接種を実施します。本格的な流行が始まる前に、ぜ
ひ予防接種を受けましょう。
●対象者…大田原市に住所を有し（※ 1）、次の①または②のいずれかに該当する方
　① 65 歳以上の方
　② 60 歳～ 65 歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極端に制限される程度の障

害を有する方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する
方（身体障害者手帳１級の交付を受けている方）

●接種期間…10 月１日～平成 27 年２月 28 日
※接種開始日は、各医療機関にお問い合わせください。（各医療機関によって開始時期が異なります。）
●接種回数…１人１回
●料金…無料　※委託医療機関で接種する場合
●持参するもの…保険証など　※予診票は、医療機関にあります。
●受け方…本人または家族が直接医療機関に連絡し、体調の良いときに受けましょう。

 ・栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業に参加している市外の医療機関でも接種できます。
 ・県外及び乗り入れ事業に参加していない医療機関での接種を希望する場合は、事前に手続きが必要です。必ず接種

前に担当課へお問い合わせください。
 ・予防接種の種類によっては実施していない場合もあります。

■予防接種実施医療機関一覧表（市内）   
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