
 平成３０年１０月１５日  

町 民 各 位 

高齢者(６５歳以上)のインフルエンザ予防接種について 

小鹿野町長 森  真 太 郎  
 
予防接種を希望される方は、予防接種を受ける前に下記の内容をご覧いただいて受けられますようお知らせいたし

ます。（気にかかる事やわからないことがあれば、受ける前に医療機関や保健課へお問い合わせください。） 
 
１ インフルエンザとは？ 

インフルエンザは、“インフルエンザウイルス”に感染することによって起こります。インフルエンザにかかっ
た人が、咳やくしゃみ等をすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染します。 

 
２ 典型的な症状 

突然の高熱・頭痛・関節痛とあわせて、のどの痛み・咳・鼻水などもみられます。普通の風邪と比べて、強い全
身症状がみられます。また気管支炎や肺炎などと合併し、重症化することがあります。 

 
３ 予防接種の有効性- 

高齢者の発症・重症化予防に有効であることが確認されています。予防接種を受けてから、免疫力がつくまで２
週間かかり、その有効期間は、５ヶ月とされています。より効果的に有効性を高めるには、インフルエンザが流行
する前、早めに予防接種を受けておくことが必要です。 

 
４ 予防接種の副反応 

予防接種の注射の跡が、赤くはれたり、痛んだりします。また発熱・頭痛・全身のだるさなどが起きることがあ
ります。これらの症状は、通常２～３日中に治ります。まれに、じんましん・けいれん・運動障害・意識障害・呼
吸困難が起こることもあります。 
（副反応がある場合は、医師の診察を受けてください。） 

 
５ 予防接種を受けることが適当でない人 
☆ 明らかに発熱のある人（一般的に体温が３７．５度以上） 
☆ 重篤な急性疾患に罹っている人 
☆ 予防接種の接種液の成分によって、アナフェラキシーショックを起こしたことがある人 
☆ インフルエンザの予防接種で、二日以内に発熱及び重篤なアレルギーを疑う症状のあった人 
☆ その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある人 

 
６ 予防接種の際、医師とよく相談をしなくてはならない人 
☆ 心臓血管系疾患、じん臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する人 
☆ 過去にけいれんの既往のある人 
☆ 過去に免疫不全の診断がさている人及び近親者に先天性免疫不全症の人がいる人 
☆ 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する人 
☆ 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある人 

 
７ 予防接種実施期間と接種回数 

平成３０年１０月２０日～平成３１年１月３１日まで 予防接種回数は、1 回です。 
 
８ 予防接種受け入れ医療機関  

町の助成で予防接種を受けられる医療機関は、町内の各病院、医院のほか、町と契約した県内医療機関で受けら
れます。裏面に近隣の医療機関を掲載しましたが、その他の医療機関については、保健課にお問い合わせください。 
また、接種の際には各医療機関で予約が必要となります。直接医療機関にお申し込み下さい。なお、接種時に必

要な予診票は、各医療機関に用意してあります。 
 
９ 対象者  
☆ 小鹿野町に住所のある６５歳以上の方です。（接種時に６５歳であれば実施可能です。） 
☆ ６０歳～６５歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器等に重い障害のある方 
（内部の疾患の身体障害者手帳１級に該当する方。受ける時は、身体障害者手帳をお持ちください。） 

 
10 予防接種費用 
１，２００円です。（接種費用４，２００円のうち、町から３，０００円を助成しています。予防接種を受けた

医療機関にお支払いください。ただし、予診のみの場合でも１，０００円が必要となります。） 
☆ 予防接種対象者で、生活保護世帯の方及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は、受給者証を提示ください。無料
となります。 

 
11 持ち物  
☆ 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証・予診票・自己負担金（１，２００円） 

 
12 接種後の注意事項 
☆ 予防接種後３０分間は、急な副反応が起こることがあります。すぐに医療機関と連絡が取れるようにしておきま

しょう。 
☆ インフルエンザワクチンの副反応の多くは、２４時間以内に出現します。特にこの間は、体調に注意しましょう。 
☆ 入浴は差し支えありません。注射した部位を強くこすることはやめましょう。 
☆ 接種当日は、いつもどおりの生活を送っていただいてかまいませんが、激しい運動や飲酒はさけましょう。 

 
問い合わせ先 小鹿野町保健課 ７５－０１３５ 



 
  

医療機関名 住  所 電話番号 医療機関名 住  所 電話番号 

国保町立小鹿野中央病院 小鹿野町小鹿野３００ ７５－２３３２ 鈴木内科眼科クリニック 小鹿野町小鹿野３２７－１ ７２－７０７２ 

原医院 小鹿野町両神薄２２８－２ ７２－８０８８ 本間医院 小鹿野町小鹿野３９９ ７５－００２０ 

横田内科・呼吸器科クリニック 小鹿野町小鹿野４７３ ７２－７４４７ 堤医院 小鹿野町両神薄１２９０ ７９－０５０１ 

浅海医院 秩父市荒川日野２１２ ５４－１１８２ あいおいクリニック 秩父相生町 9-14 ２６－７００１ 

あさひ診療所 秩父市本町１－１ ２１－５００１ 新井医院 秩父市下吉田３８１４ ７７－０００６ 

あらいクリニック 秩父市本町１－１８ ２５－２７１１ 荒舩医院 横瀬町横瀬５８５０ ２４－０１６０ 

石塚内科胃腸科医院 秩父市下影森７６５－４ ２４－５０１０ 石塚クリニック 秩父市大野原３３３１－１ ２２－６１２２ 

井上医院 秩父市東町１１－９ ２２－０１４１ 井上皮膚科医院 秩父市本町９－１ ２２－０３３６ 

内田医院 秩父市本町８－６ ２１－１５００ いなば眼科クリニック  秩父市野坂町１－１１－２１ ２６－７５２６ 

岩田産婦人科医院 秩父市番場町１３－１ ２４－１３３６ 大谷津医院 秩父市阿保町１０－８ ２２－６３２９ 

大友内科医院 秩父市上町２－１０－９ ２２－０１５２ 岡部医院 秩父市本町２－６ ２５－２５１１ 

荻原医院 横瀬町横瀬４３４６ ２３－３３１１ 片田医院 秩父市下影森１７０ ２２－１８０１ 

片山耳鼻咽喉科 秩父市中町３－６ ２３－３３４１ 加藤クリニック 秩父市宮側町１２－１２ ２４－３２２９ 

金子医院 皆野町皆野１１６８ ６２－００３９ 金子クリニック 秩父市山田２７０４－１ ２１－７２７０ 

上吉田医院 秩父市上吉田４２９４－１ ７８－００１１ 眼科・並木医院 秩父市熊木町６－２３ ２２－１６６８ 

倉林医院 長瀞町長瀞１３５５－２ ６６－０３８７ 倉林外科胃腸科医院 秩父市黒谷３０５－２ ２３－０９６８ 

クリニック公園ばし 秩父市中村町４－９－２２ ５３－８８６０ 健生堂医院 秩父市東町２８－５ ２２－０２７０ 

五野上医院 秩父市大野原１０５８ ２２－１５８７ 近藤医院 秩父市日野田町 1-9-30 ２２－００４３ 

酒井耳鼻咽喉科医院 秩父市大野原９３４ ２５－４１８７ 清水病院 皆野町皆野１３９０－２ ６２－００６７ 

城谷医院 秩父市東町２３－７ ２２－１０１０ 関根医院 秩父市日野田町 2-19-27 ２３－０７７７ 

高橋内科クリニック 秩父市中村町３－３－３６ ２７－０１５５ たかはし整形外科皮フ科ｸﾘﾆｯｸ 秩父市上野町１７－１２ ５３－８７７７ 

竹越医院 秩父市上町１－６－７ ２２－０７０１ 秩父病院 秩父市和泉町２０ ２２－３０２２ 

秩父市大滝国保診療所 秩父市大滝９２５ ５５－０３４１ 秩父市立病院 秩父市桜木町８－９ ２３－０６１１ 

秩父生協病院 秩父市阿保町１－１１ ２３－１３００ 秩父第一病院 秩父市中村町２－８－１４ ２５－０３１１ 

秩父中央病院 秩父市寺尾１４０４ ２４－５５５１ 秩父脳外科内科クリニック 秩父市永田町２－１７ ２１－２３３０ 

つちはし眼科内科クリニック 秩父市永田町１０－１１ ２４－８２２２ 堤医院 秩父市道生町１４－１ ２４－０５８８ 

長瀞医新クリニック 長瀞町大字岩田５８７ ６６－１０００ 南須原医院 長瀞町本野上１７４－３ ６６－２０３８ 

野田医院 秩父市野坂町２－１５－６ ２２－２５３８ 蓮沼医院 秩父市熊木町１７－５ ２１－５５２６ 

はらしまクリニック 秩父市別所４７５－７ ２１－５５１１ 松田医院 横瀬町横瀬４３７６ ２２－０８０２ 

松本医院 皆野町三沢１７５２ ６５－０００４ 松本クリニック 秩父市日野田町 2-2-30 ２２－３０００ 

丸山耳鼻咽喉科医院 秩父市野坂町 1-20-31 ２５－３３４１ 三上医院 秩父市中町１９－１ ２２－０３９１ 

三上医院 秩父市荒川上田野 1659-2 ５４－１００７ 水野医院 秩父市山田２０２４－１ ２２－３３１５ 

みなの整形外科医院 皆野町皆野１９３０－８ ６３－１６１６ 本強矢整形外科病院 秩父市下影森８７１－１ ２４－７６１５ 

みなのハートクリニック 皆野町皆野２４７４－１ ６２－７８７８ 皆野病院 皆野町皆野２０３１－１ ６２－６３００ 

山田クリニック 秩父市大野原３７０－３ ２１－７３８８    

 
 
 


