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感染症予防・予防接種
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予防接種は、人の免疫のしくみを利用し、感染症の予防に有効

であると確認されたワクチンを接種することによつて、病気に対

する抵抗力である免疫を高めます。

その結果、感染症を予防したり、かかつた場合に重症化しにく

くする効果や身近な人への感染を防ぐ効果が期待できます。

予防接種は、感染症を予防し、まん延を防ぐことにより、みな

さんの生命と健康を守る重要な対策の一つとなっています。

国が定める定期予防接種の多くは、無料で受けられます。

さらに、名古屋市では予防医療推進のため、以下の任意予防接

種に接種費用助成を行っています。

名古屋市医師会は名古屋市と連携 し、名古屋市民のみなさんに

お近くの医療機関で各種予防接種を受けていただけるよう体制を

整えています。

子どもや高齢者を感染症から守るため、是非予防接種を受けま

しょう。

風しん
(麻しん。風しん混合ワクチン)

★帯状疱疹

※詳細につきましては、予防接種を実施 しているお近くの医療機関や名古屋市医師会 (8052-937-7801)、 または各区の保健センターまでお問い合わせください。

※制度に関する内容は、名古屋市予防接種電話相談窓□ (a052-972-3969)に もお問い合わせいただけます。

種 類 自己負担金
('回 あたり)

名古屋市に住民登録があることが前提です !
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ロタウイルス

ロタリックス 無料
出生6週 0日 後から24週 0日後まで (決められた間隔で2回全て同じワクチンで接種)

※ただし、1回 目は出生14週 6日後まで

ロタテック 無料
出生6週 0日 後から32週 0日 後まで (決められた間隔で3回全て同じワクチンで接種 )

※ただし、1回 目は出生 14週 6日 後まで

インフルエンザ菌b型 (ヒブ) 無料

生後2カ 月の該当日
から5歳の誕生日の
前日まで

※接種開始月齢に

よって決められた

間隔で接種する

匝数が実なります。

生後2カ 月以上 7カ月未満… ・初回免疫★3回 +追力0免疫 1回

生後7カ月以上 n2カ 月未満……初回免疫★2回 +追加免疫1回

★初回免疫は1歳未満で完了 してください。

生後 12カ 月 (1歳 )以上5歳未満…1回接種

小児肺炎球菌 無料

生後2カ 月の該当日
から5歳の誕生日の
前日まで

※接種開始月齢に

よつて決められた

間隔で接種する

回路まが淳星なります。

生後2カ 月以上 7カ月未満・・ 初回免疫☆3回 +追力□免疫1回

生後フカ月以上 12カ月未満……初回免疫☆2回 十追力0免疫1回

★初回免疫は1歳未満で完了 してください。

生後 12カ 月 (1歳 )以上2歳未満…2回接種 (60日 以上の間隔 )

2歳以上5歳未満……… ・・¨-1回接種

B型肝炎 無料
生後0カ 月から1歳の誕生日の前日まで (決められた間隔で3回接種 )

※B型肝炎母子感染防止事業の対象者は、助成の対象とはなりません。

ジフテリア・百日せき。破傷風・
不活化ポリオ(四種混合・DPT」 PV)

無料 生後3カ 月日の該当日から生後90カ 月の該当日の前日まで (決められた間隔で4回接種 )

ジフテリア・百日せき。破傷風(三種混合・DPT)
無料

生後3カ 月日の該当日から生後90カ 月の該当日の前日まで (決められた間隔で4回接種 )

※DPTは ポリオを接種完了し、DPT接 種が未完了のものに限る。
※四種混合の接種をされた場合は、不活化ポリオ単独での接種は不要です。不活化ポリオ

ジフテリア・破傷風 (二種混合・DT) 無料 11歳の誕生日から13歳の誕生日の前日まで (1回接種 )

BCG 無料 生後0カ 月から1歳の誕生日の前日まで (1回接種 )

麻しん。風しん (MR)
1期 無料 1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで (1回接種)

2期 無料
6歳となる日の属する年度にある方 (年長児相当)(1回接種 )

令和5年度対象年齢 :平成29年 4月 2日 ～平成30年4月 1日 生まれの方

水痘 (みずぼうそう) 無料
1歳の誕生日から3歳の誕生日の前日まで (決められた間隔で2回接種 )

※水痘にかかつたことが無い方に限ります。

日本脳炎

1期 無料
生後6カ 月日の該当日から生後90カ 月の該当日の前日まで (決められた間隔で3回接種 )

※令和5年度 :平成15年 4月 2日 ～平成19年 4月 1日生まれの方については、特例により上限20歳未満まで延長

2期 無料
9歳の誕生日
※令和5年度 :

から13歳の誕生日の前日まで (1回接種 )

平成15年 4月 2日 ～平成19年 4月 1日生まれの方については、特例により上限20歳未満まで延長

子宮頸がん (HPV)
サーバリックス

無料

Э小学校6年生から高校1年生相当の女子 (決められた間隔で3回全て同じワクチンで接種)

令和5年度対象年齢 :平成 19年 4月 2日 ～平成24年 4月 1日生まれの方

Э平成9年4月 2日～平成19年4月 1日生まれの女子のうち過去に3回の接種を完了していない方 (キ ャッチアップ接種)ガーダシル

風しん (第 5期 )

(麻 しん。風しん混合ワクチン)

抗体検査 無料 (1回 ) 昭和37年 4月 2日 ～昭和54年 4月 1日生まれの男性

予防接種 無料 (1回接種)

抗体検査の結果、免疫が不十分と判断された
昭和37年 4月 2日 ～昭和54年4月 1日生まれの男性 (HI法 8倍以下又はEIA法 6.0未満等 )

★高齢者インフルエンザ 1,500円 (1回接種)

Э満65歳以上の方
Э満60歳から64歳の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害又はHI∨ による免疫機能障害が
あり、その程度が身体障害者1級相当である方

☆高齢者肺炎球菌(ニューモバックス) 4,000円 (1回接種)

065、 70、 75、 80、 85、 90、 95、 100歳 となる年度に属する方
②満60歳から64歳の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害又はHI∨ による免疫機能障害が

あり、その程度が身体障害者1級相当である方
※過去にニューモバックスの接種を受けたことがない方に限ります。

★流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) 3,000円
1歳の誕生日から6歳となる日の属する年度の末日まで (1回接種 )

令和5年度対象年齢 :平成29年 4月 2日以降に生まれた1歳以上の方
※おたふくかぜの予防接種歴や、かかったことが無い方に限ります。

抗体検査
「妊娠を希望する女性」「妊娠中又は妊娠を希望する女性のパートナー又は同居人」
(過去に風 しん抗体検査を受けたことのない方、過去に風 しん (麻 しん・風 しん)予防接種を2回受けたことがない方、過

去に風 しんにり患 したことがない方 )

予防接種 無料

抗体検査の結果、免疫が不十分と判断され「妊娠を
パートナー又は同居人」 (男性は、HI法8倍以下又は
8.0未満等)

※妊娠中の女性、妊娠の可能性がある女性は接種できません。

希望する女性」「妊娠中又は妊娠を希望する女性の
EIA法 6.0未満等、女性はHI法 16倍以下又はEIA法

シングリックス 10,800円 満50歳以上の方 (2回 同じワクチンで接種。2回目は1回 目の2カ月後に接種。遅くとも6カ月後までに接種)

ビケン 4,200円 満50歳以上の方 (1回 接種)

★高齢者肺炎球菌 (ニューモバックス) 4,000円 満65歳以上で定期高齢者肺炎球菌予防接種の対象年齢ではない方 (1回接種 )

※過去にニューモバックスの接種を受けたことがない方に限ります。

★マークの予防接種で次に該当する場合は、自己負担金は無料 (証明書・確認書などが必要になります) ]生 活保護世帯 `市 民税非課税世帯 ,中 国残留邦人等支援給付受給者

(令禾□5年 3月 1日現在 )
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