
令和 4年度 予防接種日程表

〇二種混合

【実施場所】福江総合福祉保健センター 【実施時間】午後 1時30分から午後 2時30分まで

【五島市医師会派遣依頼医師数】 3名（予診 2名、接種 1名）

実施 日 法令に基づく対象者

令和4年 7月29日（金） く 2期＞
‘’ 

令和 4年 8月 12日（金） 年齢 11歳以上13歳未満

令和4年 8月26日（金） 回数 1回

0日本脳炎

【実施場所】福江総合福祉保健センター 【実施時間】午後 1時30分から午後 2時30分まで

【五島市医師会派遣依頼医師数】 3名（予診 2名、接種 1名）

実施 日 法令に基づく対象者

令和4年 4月 15日（金） 年齢生後6~90か月未満

令和4年 5月 13日（金） （初回） 6日以上、標準的には

令和4年 5月27日（金） 6日～28日間隔で 2回

令和4年 6月 10日（金） （追加）初回終了後 6月以上、

令和 4年 6月24日（金） 標準的にはおおむね 1年経過

令和 4年 7月 8日（金） した時期に 1回

OBCG 

【実施場所】福江総合福祉保健センター 【実施時間】午後 1時 30分から午後 2時30分まで

【五島市医師会派遣依頼医師数】 1名（予診）、【五島中央病院派遣依頼医師数】 1名（接種）

実施 日 法令に基づく対象者

令和 4年 4月 8日（金） 年齢生後 1年未満

令和 4年 6月 17日（金） 回数 1回

令和 4年 8月 5日（金）

令和 4年 10月 14日（金）

令和 4年 12月 9日（金）

令和 5年 2月 10日（金）



令和4年度 予防接種日程表

0ヒブ

【 接 種対象者】 生後2ヶ月から4歳児 (5歳未満）

【標準的な接種時期】 初回接種開始は生後2か月から生後7か月未満

【接 種 回 数】 接種開始月齢で接種回数が異なります。実施医療機関にお尋ねください。

【実施場所】

実施場所 実施日

五島中央病院 毎週水曜日

郡家病院 診察日

聖マリア病院 診察日

井上内科l」＼児科医院 診察日

みどりが丘クリニック 診療日

いけだ内科 診療巳

福江産婦人科医院 診療巳

久賀診療所 診療日

富江病院 第2・4木曜巳

玉之浦診療所 診療巳

三井楽診療所 第2・4火曜日

三井楽診療所嵯峨島出張診療所 毎週水曜日午後

山内診療所 診療巳

奈留医療センター 診療日

【 そ の 他 】 0接種を希望される病院等へ、実施日の 2週間前までに必ず予約してく

ださい。

0予約の際、接種を希望される医療機関の予約申込者多数の場合、予約

をお断りせざるを得ない場合があります。

0実施日は、接種を希望される医療機関の事情により上記と異なる場合

がありますので、予約の際にご確認ください。



令和4年度 予防接種日程表

0小児の肺炎球菌感染症

【 接 種対象者】 生後2ヶ月から4歳児 (5歳末満）

【標準的な接種時期】 初回接種開始は生後2か月から生後7か月未満

【接 種 回 数】 接種開始月齢で接種回数が異なります。実施医療機関にお尋ねください。

【実施場所】

実 施場所 実施日
‘’ 

五島中央病院 毎週水曜日

郡家病院 診察日

聖マリア病院 診察日

井上内科l」＼児科医院 診察日

みどりが丘クリニック 診療日

いけだ内科 診療日

福江産婦人科医院 診療日

久賀診療所 診療日

冨江病院 第2・4水曜日

玉之浦診療所 診療日

三井楽診療所 第2•4火曜日

三井楽診療所嵯峨島出張診療所 毎週水曜日午後

山内診療所 診療日

奈留医療センター 診療日

【 そ の 他 】 0接種を希望される病院等へ、実施日の 2週間前までに必ず予約してく

ださい。

0予約の際、接種を希望される医療機関の予約申込者多数の場合、予約

をお断りせざるを得ない場合があります。

0実施日は、接種を希望される医療機関の事情により上記と異なる場合

がありますので、予約の際にご確認ください。



令和4年度 予防接種日程表

OB型肝炎

【 接 種対象者】 1歳未満の方

【標準的な接種時期】 生後2か月から9か月に至るまで (9か月未満）

【接種回数】 初回2回 (27日以上）

追加1回（第1回目の接種から 139日以上）

【実施場所】

実 施場所 実施日

五島中央病院 毎週水曜日

郡家病院 診療日

聖マリア病院 診察日

井上内科l」1児科医院 診察日

みどりが丘クリニック 診療日

いけだ内科 診療日

福江産婦人科医院 診療日

久賀診療所 診療日

富江病院 第3金曜日

玉之浦診療所 診療日

三井楽診療所 第2•4火曜日

三井楽診療所嵯峨島出張診療所 毎週水曜日午後

山内診療所 診療日

奈留医療センター 診療日

【 そ の 他 】 0接種を希望される病院等へ、実施日の 2週間前までに必ず予約してく

ださい。

0予約の際、接種を希望される医療機関の予約申込者多数の場合、予約

をお断りせざるを得ない場合があります。

0実施日は、接種を希望される医療機関の事情により 上記と異なる場合

がありますので、予約の際にご確認ください。



令和 4年度 予防接種日程表

0水痘

【 接 種対象者】 生後12月から生後36月未満の方

第1I期 小学校就学前の1年間に該当する方

【標準的な接種時期】 1回目 生後12月から生後15月未満

2回目 1回終了後、 6月から12月の間隔をあける

【接 種 回 数】 2回 (3月以上。標準的には6月から 12月）

【実施場所】

実施場所 実施日

五島中央病院 毎週水曜日

郡家病院 診療日

聖マリア病院 診察日

井上内科l」＼児科医院 診察日

みどりが丘クリニック 診療日

いけだ内科 診療日

福江産婦人科医院 診療日

久賀診療所 診療E3

富江病院 第4金曜巳

玉之浦診療所 診療日

三井楽診療所 第2•4火曜日

三井楽診療所嵯峨島出張診療所 毎週水曜日午後

山内診療所 診療日

奈留医療センター 診療日

【 そ の 他 】 0接種を希望される病院等へ、実施日の 2週間前までに必ず予約してく

ださい。

〇予約の際、接種を希望される医療機関の予約申込者多数の場合、予約

をお断りせざるを得ない場合があります。

0実施日は、接種を希望される医療機関の事情により上記と異なる場合

がありますので、予約の際にご確認ください。



令和4年度 予防接種日程表

0麻しん・風しん (MR)

【接種対象者】 第 I期 生後12月から生後24月未満の方

第II期 小学校就学前の1年間に該当する方

【標準的な接種時期】 第 I期 満1歳になったら、できるだけ早い時期に接種する。

第II期小学校就学前の1年間

【接 種 回 数】 第 I期 1回
‘‘ 

第II期 1回

【実 施 場 所】

実施場所 実施日

五島中央病院 毎週水曜日

郡家病院 診療日

聖マリア病院 診察日

井上内科小児科医院 診察日

みどりが丘クリニック 診療日

いけだ内科 診療日

福江産婦人科医院 診療日

久賀診療所 診療日

富江病院 第2金曜日

玉之浦診療所 診療日

山田医院 診療日

三井楽診療所 第2•4火曜日

三井楽診療所嵯峨島出張診療所 毎週水曜日午後

山内診療所 診療日

奈留医療センター 診療日

【 そ の 他 】 0接種を希望される病院等へ、実施日の 2週間前までに必ず予約してく

ださい。

0予約の際、接種を希望される医療機関の予約申込者多数の場合、予約

をお断りせざるを得ない場合があります。

0実施日は、接種を希望される医療機関の事情により上記と異なる場合

がありますので、予約の際にご確認ください。



令和4年度 予防接種日程表

0ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ（四種混合）

【接種対象者】 生後3か月から生後90月未満の方

【標準的な接種時期】 初回 生後3月から生後12月未満

追加 初回接種 (3回）終了後、 12月から18月までの間隔を置く。

【接 種回数】 初回 3回 (20日以上）

追加 1回（初回接種後、 6月以上）
‘’ 

【実施場所】

実施場所 実施日

五島中央病院 毎週水曜日

井上内科l」＼児科医院 診察日

みどりが丘クリニック 診療日

いけだ内科 診療日

福江産婦人科医院 診療巳

久賀診療所 診療El

玉之浦診療所 診療日

三井楽診療所 第2•4火曜日

三井楽診療所嵯峨島出張診療所 毎週水曜日午後

山内診療所 診療日

奈留医療センター 診療日

【 そ の 他 】 0接種を希望される病院等へ、実施日の 2週間前までに必ず予約してく

ださい。

0予約の際、接種を希望される医療機関の予約申込者多数の場合、予約

をお断りせざるを得ない場合があります。

0実施日は、接種を希望される医療機関の事情により上記と異なる場合

がありますので、予約の際にご確認ください。



令和4年度 予防接種日程表

0ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん）

【接種対象者】 中学1年生～高校1年生相当年齢の女子

【標準的な接種時期】 中学2年生

【接 種 回 数】 3回（ワクチンの種類によって閻隔が異なりますので、接種される際にご確認くだ

さい。）

【実施場所】

実 施場所 実施日

五島中央病院 診察巳

郡家病院 診療日

聖マリア病院 診察日

福江産婦人科医院 診療日

久賀診療所 診療巳

玉之浦診療所 診療巳

山内診療所 診療日

奈留医療センター 診察日

【 そ の 他 】 0接種を希望される病院等へ、実施日の 2週間前までに必ず予約 してく

ださい。

0予約の際、接種を希望される医療機関の予約申込者多数の場合、 予約

をお断りせざるを得ない場合があります。

0実施日は、接種を希望される医療機関の事情により上記と異なる場合

がありますので、予約の際にご確認ください。



令和4年度 予防接種日程表

0ロタウイルス感染症

【 接 種対象者】 生後6週に至った日の翌日から生後32週に至る日の翌日まで

【標準的な接種時期】 初回接種（生後2月から生後14週6日まで）

【接 種 回 数】 ワクチンの種類によって接種回数が異なります。

‘’ 

【実施場所】

1価ワクチン 2回

(1回目は生後6週以後、 2回目は4週間以上間隔をあけて生後24週

までに完了）

5価ワクチン 3回

(1回目は生後6週以後、 2回目、 3回目は4週間以上の間隔をあけて

生後32週までに完了）

実 施 場所 実施日

五島中央病院 毎週水曜日

福江産婦人科医院 診療日

いけだ内科 診療日

久賀診療所 診療巳

玉之浦診療所 診療巳

山内診療所 診療日

奈留医療センター 診療日

【 そ の 他 ］ 0接種を希望される病院等へ、実施日の 2週間前までに必ず予約してく

ださい。

0予約の際、接種を希望される医療機関の予約申込者多数の場合、予約

をお断りせざるを得ない場合があります。

0実施日は、接種を希望される医療機関の事情により上記と異なる場合

がありますので、予約の際にご確認ください。



令和4年度 予防接種日程表

0高齢者の肺炎球菌感染症

【接種対象者】 ①五島市に住所（住民票）を有する者で、下記の生年月日に該当する方

②五島市に住所 （住民票）を有する者で、接種日に60歳以上65歳未満の者であ

って、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限さ

れる程度の障害を有する者及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陣害を有する者 （身体障害者手帳か医師の診断書

を接種時に持参してください。）

※これまでに、 23価肺炎球菌英膜ポリサッカライドワクチンを 1回以上接種し

た者は、助成の有無に関係なく対象者から除かれます。

※接種対象者以外でも肺炎球菌感染症の予防接種を受けることはできますが、接

種詈用は全額自己負担となり、自己負担金額が変わります。

対象となる者の生年月日

昭和32年4月2日から昭和33年4月1日まで

昭和27年4月2日から昭和28年4月1日まで

昭和22年4月2日から昭和23年4月1日まで

昭和17年4月2日から昭和18年4月1日まで

昭和12年4月2日から昭和13年4月1日まで

昭和 7年4月2日から昭和 8年4月1日まで

大正16年4月2日から昭和 3年4月1日まで

大正11年4月2日から大正12年4月1日まで

【接種回数】 1回

【実施場所】

実施場所

接種期間

令和4年4月1日～

令和5年3月31日

実施巳

五島中央病院 毎月第3木曜日

郡家病院 診療日

聖マリア病院 診療日

井上内科l」＼児科医院 診療日

みどりが丘クリニック 診療日

いけだ内科 診療日

福江産婦人科医院 診療日

浦クリニック 診療日

久保循環器内科医院 診療巳

沢本外科医院 診療巳

南町脳神経外科クリニック 診療巳

松尾整形外科医院 診療巳

五島ふれあい診療所 診療巳

久賀診療所 診療日



伊福貴診療所 診療日

伊福員診療所本窯分院 診療日

黄島診療所 診療日

黄島診療所赤島分院 診療日

冨江病院 診療日

玉之浦診療所 診療日

三井楽診療所 診療日

三井楽診療所嵯峨島出張診療所 ． 診療日

‘’ 山田医院 診療日

山内診療所 診療日

奈留医療センター 診療日

【 そ の 他 】 0接種を希望される病院等へ、実施日の 2週間前までに必ず予約してく

ださい。

0予約の際、接種を希望される医療機関の予約申込者多数の場合、予約

をお断りせざるを得ない場合があります。

0実施日は、接種を希望される医療機関の事情により 上記と異なる場合

がありますので、予約の際にご確認ください。




