
高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種

費用助成高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種
大人の風しん抗体検査・予防接種

大人の風しん抗体検査・予防接種

【医師会委託医療機関】
風肺電話番号医療機関名
〇〇アカシアクリニック
〇あきのこどもクリニック
〇〇朝比奈クリニック
〇〇いしかわ内科医院

〇大川産婦人科医院
〇〇おおしろクリニック

風肺電話番号医療機関名

〇〇鈴木内科クリニック
〇〇青和クリニック
〇〇関根クリニック

〇田中内科クリニック
〇〇多摩平小児科
〇〇寺田医院

〇豊田整形外科

〇
〇 〇中井内科クリニック
〇中川クリニック
〇〇長谷クリニック
〇〇にしくぼクリニック

〇ニシムラ整形外科
〇野田医院
〇〇花輪病院

風肺電話番号医療機関名

〇原クリニック

〇〇土方クリニック
〇〇日野市立病院
〇〇日野台診療所

〇
〇〇福岡医院

日野のぞみクリニック（要予約）

〇松浦医院
〇松田整形外科医院
〇みぞべこどもクリニック

〇南平山の上クリニック
〇〇百草園駅前クリニック
〇〇もぐさ園三沢台診療所
〇〇百草の森ふれあいクリニック
〇〇望月医院
〇〇森久保クリニック
〇〇
〇〇山本クリニック

【個別委託医療機関】
風肺電話番号医療機関名

〇栄町クリニック
〇南平わだクリニック

※「肺」は肺炎球菌、「風」は風しん（麻しん風しん混合）

胃腸内科・下肢静脈瘤　森末クリニック

定期接種対象者 これまで同予防接種を一度も受けたこ
とのない市民で①4/2～平成30年4/1に65･70･75･80･85･
90･95･100歳になる誕生日を迎える方（市から4月に予診
票送付。予診票と健康保険証を持参し下表の医療機関で
接種）②60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは
呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
機能に障害のある方※詳細は問い合わせを
任意接種対象者　これまで同予防接種を一度も受けたこ
とのない昭和27年4/1以前の誕生日の方で平成29年度の
定期対象者でない市民 　平成30年2月28日㈬（必着）
までに〒191‒0011日野本町1‒6‒2生活・保健センター内
健康課へ　　　 で（1人1通）。往信用裏面に肺炎球菌ワ
クチン希望、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電話
番号を、返信用表面に住所、氏名を記入※返信はがきが
助成券になるので、それを持参し下表医療機関で接種。
返信はがきは各月の中旬と月末の2回発送。お早目に申
し込みを
定期・任意接種共通事項　　　平成30年3/31㈯まで　　
1回　　4,200円※生活保護受給世帯、中国残留邦人等支

援給付受給世帯無料（接種時に証明書持参）　　　今回
接種した方は来年度以降助成不可。副反応の救済制度が
定期接種と任意接種は異なります

    4/1～平成30年3/31㈯※抗体が十分でないことが分
かり予防接種を完了するまで　　妊娠を予定または希望
している19歳以上の市民女性で予防接種は併せて次のい
ずれかに該当する方①検査で抗体が十分でないと判明し
た方②妊婦健診で抗体が十分でないことが判明した方が
出産後に速やかに接種を受ける場合③自身で検査を受
け、抗体が十分でないと確認できる場合※抗体が十分で
ない場合とはＨＩ法で値が16倍以下、ＥＩＡ法で値がＥ
ＩＡ価8.0未満などだった場合をいう。風しん予防接種を
2回以上受けた方、妊娠している方、この制度で助成を受
けた方は除く。接種後2カ月間は妊娠を避ける
風しんまたは麻しん風しん混合　　本人確認できる書類
と抗体が十分でないことが分かっている方はそれを確認
できる書類を日野本町1‒6‒2生活・保健センター内健康
課へ持参。市から渡される予診票を持参し下表医療機関
で検査および接種

期間

申込

その他

接種ワクチン
申込

対象

期間 回数
費用

問 健康課(☎581-4111)

583‒7392
599-2977

591-6613

587-7171
581-2677
581-6175
843-1445
591-3600
581-0463
593-8175
592-2311
599-7877
599-3266
592-0466
599-7068
581-0504
594-6778
589-3030
584-5633

599-7021
594-1900
843-2383

593-7576
584-6002
591-2852
589-1023
583-7675
594-0313
584-6116
589-3532
587-2220
581-0435
582-0061

587-8616
581-2525
506-5117
589-2244

〇〇石田クリニック 843-2608

586-1061
589-6780

〇おやまクリニック 592-4976

〇〇石塚医院
〇〇井上クリニック
〇〇牛尾医院

584-4111
593-8988
591-2001

〇回心堂第二病院
〇加来産婦人科コンチェルト第二

584-0099
514-8622

〇〇グレイス病院
〇京王平山クリニック
〇〇康明会病院

〇康明会ホームケアクリニック
〇〇虚白堂医院
〇〇小林医院
〇〇小松医院

〇さいとう内科クリニック
〇〇佐々木クリニック多摩平
〇〇佐々木クリニック豊田

584-5119
〇くちらクリニック 583-6515

592-5111
584-5251
589-0009
589-1777
581-0433
581-0474
591-0100
585-2591
585-8063

〇柴山内科医院
〇しみずこどもクリニック

594-3688
581-1717

〇〇塩谷医院 581-0158

〇高品クリニック（要予約）
〇〇高瀬内科クリニック
〇〇たかなしクリニック
〇〇高幡駅前川崎クリニック

〇高幡診療所

583-7822
582-7228
585-2347
599-0036
591-3371

〇〇太陽クリニック 843-1686

往復はがき

う平成
29年度 問

対象・接種回数通知時期予防接種名区分
1歳の誕生日の前日まで（1回）

3～4カ月児健診通知に同封
ＢＣＧ（結核）集団

接種
3カ月以上7歳6カ月の誕生日の前日まで（3回）初回接種第

1
期

四種混合

個
別
接
種

第1期初回接種終了後、1年～1年6カ月の間で、7歳6カ月の誕生日の前日まで（1回）1歳6カ月児健診通知に同封追加接種

11歳以上13歳の誕生日の前日まで接種可（1回）小学6年生になる年二種混合　第2期
（ジフテリア・破傷風）

1歳以上2歳の誕生日の前日まで（1回）1歳になる月末第1期ＭＲ混合
（麻しん・風しん） 小学校就学前の1年間（1回）小学校就学前年の年第2期

6カ月以上7歳6カ月の誕生日の前日まで（2回）3歳児健診通知に同封初回接種第
1
期日本脳炎

第1期初回接種終了後6カ月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおいた7歳6カ月の誕生
日の前日まで（1回）4歳になる月末追加接種

9歳になる月末第2期

2カ月から5歳の誕生日の前日まで（回数は開始年齢で異なる）3～4カ月児健診通知に同封
ヒブワクチン

※日本脳炎は、平成7年4/2から平成21年10/1に生まれた方で20歳未満の方は特例対象者です。詳細はお問い合わせを

小児用肺炎球菌ワクチン

1歳以上3歳の誕生日の前日まで（2回）1歳になる月末水痘
小学6年生から高校1年生の年齢に相当する女性（3回）―子宮頸がん予防ワクチン

※「集団接種」は、市で決めた日時に生活・保健センターまたは福祉支援センターで、「個別接種」は契約医療機関で実施します。八王子市、町田市、多摩市、稲城市については、健康課へお問い合わせください
※ＭＲ混合予防接種の機会を逸失した方には救済制度があります。健康課へお問い合わせください

八王子市、町田市、多摩市、稲城市の契約医療機関でも接種可

妊娠妊娠期期 赤ちゃん誕赤ちゃん誕生生

◆ママ・パパクラス（両親学級）

内容 

対象 

◆妊婦健康診査

◆母子健康手帳の交付（妊娠届）申請窓口は健康課
です

受付日時 

受付場所 
持ち物 

その他 

　
HP

◆妊婦訪問
希望者に対し、保健師・助産師が家庭訪問をして相談をお

受けします。ご希望の方は健康課までご連絡を。

◆赤ちゃん訪問（新生児・産婦訪問）

内容 

◆離乳食など（食育事業） ◆歯科相談◆プレママ（妊婦）＆乳幼児健康相談

◆乳幼児健康診査
　お子さまの成長を確認しつつ保護者の日ごろの疑問や
心配ごとを解消し、子育てを楽しくできるよう医師・保
健師・栄養士・歯科衛生士などの専門スタッフが相談に
お受けします。

健診名・対象

健診名・対象

▶ひの新選組ポイント
　市で実施する以下の健診に、ひの新選組ＷＡＯＮカード（写
真）を持参して受診した方へ「ひの新選組ポイント」をプレゼ
ントします。
対象健診 ①3～4カ月児健診②1歳6カ月児健診③3歳児健診

各健診とも乳幼児1人につき500ポイント付与ポイント
▶ひの新選組ポイントとは？

問 産業振興課(☎514‒8437)　

対象の健診を受診してひの新
選組ポイントを貯めよう！～
ひのくるポイント事業

◆未熟児の養育医療
市内に居住する新生児で、医師が入院養育の必要を認め

た方に市が医療の給付を行う制度です。指定された医療機
関での入院のみ対象となります。詳細はお問い合わせくだ
さい。

東京都
大気汚染医療費
助成制度

子供の予防接種 「予防接種のスケジュールが覚え
られない」。そんな時は「ぽけっと
なび」をご覧ください。右記ＱＲ
コードからアクセス！

抜き取り保存版
裏面に成人保健事業を掲載

八王子市、町田市、多摩市、稲城市の契約医療機関でも接種可

おおむね生後5～9カ月児を対象に3ステップに分けて離
乳食教室を毎月実施しています。日程など詳細は、毎月1
日号の広報ひのでお知らせしています。

3～4カ月健診前の赤ちゃんがいる全家庭を対象に保健
師または助産師が訪問します。赤ちゃんが生まれたら、
母子健康手帳に入っている「赤ちゃん訪問届（出生通知
票）」をお出しください。後日、訪問に伺う保健師また
は助産師が連絡します。なお、電話でも受け付けしてい
ます。お気軽にご連絡ください。
　　赤ちゃんの体重測定、お母さんの産後の体調・授
乳・子育ての相談、地域の子育てサービスの紹介

　赤ちゃんがお母さんのおなかの中にいる時にもらった病気に対する抵抗力は、生後数カ月で失われていきます。子供は成長とともに外出や
人との接触が多くなります。保育園や幼稚園に入る前までに予防接種で免疫をつけ、病気にかからないようにしましょう。なお、対象者には通
知を郵送しますが、通知時期以降に転入された方はお問い合わせください。

定
期
予
防
接
種
（
予
防
接
種
法
に
よ
る
接
種
）

1歳の誕生日の前日まで（3回）B型肝炎ワクチン

都では、気管支ぜん息などの疾
病にかかっている方に対し、医療
費の助成を行っています。

申請には一定の条件を満たして
いる必要があります。詳細はお問
い合わせください。

なお、新規の申請は18歳未満の
方が対象となります。

9歳以上13歳の誕生日の前日まで（1回）

加盟店でのお買い物時にひの新選組ＷＡＯＮカードを提示す
ると、100円につき１ポイント付与され、1ポイント1円として
加盟店で利用できます※最終使用から1年間ポイント利用（付
与および使用）がないとポイントが失効します

　1歳6カ月～4歳の誕生月のお子さまを対象に乳幼児歯科
相談（歯科医師による健診・相談、歯科衛生士による歯
みがきのアドバイスなど）を毎月7回実施しています。日程
など詳細は、毎月1日号の広報ひのでお知らせしています。

　保健師・助産師・栄養士・歯科衛生士が妊娠中の方、乳幼
児の保護者の相談をお受けします。お子さまの身長・体重測
定も行います。予約は不要です。お気軽にお越しください。
日程など詳細は、毎月1日号の広報ひのでお知らせしています。

【集団健診（生活・保健センターで実施）】
集団健診は日程・時間の変更ができます。変更希望の

方、転入された方はご連絡ください。
①3～4カ月児健康診査・産婦健康診査※誕

生月の翌月末に通知。6カ月未満まで受診可②1歳6カ月
児健康診査※1歳6カ月頃に通知。2歳未満まで受診可③3
歳児健康診査※3歳頃に通知。4歳未満まで受診可
【個別健診（指定医療機関で実施）】

①6～7カ月児健康診査②9～10カ月児健康
診査※いずれも3～4カ月児健診通知に受診票を同封。受
診票を紛失された方、転入された方などはご連絡を

母子健康手帳交付時に、「妊婦健康診査受診票」（14回分）
と「妊婦子宮頸がん検診受診票」、「妊婦超音波検査受診票」（各
1回分）をお渡しします。
　この受診票は、妊娠が確定した後の次の健診から使用でき
ます。なお、一定金額を上限に助成するもので、自己負担が
発生することもあります。
※都外や助産院では使用不可。助成制度あり。詳細はお問い
合わせを

▶妊婦の方全員に保健師などの専門職が面接相談を実施
妊娠中のさまざまな不安を軽減し安心して出産を迎えてい

ただくために、妊娠届提出時に、妊婦の方全員に保健師など
の専門職による面接相談を実施します。母子健康手帳の交付
および母子保健サービスや妊娠・出産、子育てに関する相談
もできます。
▶面接後に育児パッケージの引換案内をお渡しします

面接相談をお受けになった方には、出産後にお渡しする育
児パッケージ（おむつなど）の引換案内をお渡しします。
　　　　月曜～土曜日8:30～16:30※祝日、年末年始は除く。
面接相談は15～20分程度
　　　　健康課（日野本町1‒6‒2生活・保健センター内）
　　　妊娠届の申請時に、マイナンバー（個人番号）と本
人確認が必要になります。詳細は、市　 をご覧いただくか
お問い合わせください
　　　原則、本人が窓口にお越しください

日程など詳細は広報ひの毎月1日号でお知らせしています。
保健…妊娠、出産、育児についての話、栄養…食生活

の話、試食、歯科…妊娠期と赤ちゃんのお口の健康、歯科健診、
歯みがき指導、沐浴…赤ちゃんのお風呂の入れ方の実習

おおむね妊娠16～27週の妊婦と家族※パパの参加も歓
迎

　健康課（☎581‒4111）けんこうだより 保健事業母子

市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp

代表☎
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