
医療機関

しらかわ内科

貴クリニック

こころ耳鼻咽喉科

ハートライフクリニック

あいわクリニック

月 火 水 木 金 土 日 備　考

・現在、集団接種の予定はありません。個別接種をご利用ください。

・予約は、webまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話することは
 控えてください。

※オミクロン株対応ワクチンの接種は1人１回です。また、接種間隔が前回接種
　から3か月となります。

・ファイザー社製ワクチンで、初回（1・2回目）接種をご希望の方は、玄米クリニッ
 クの月曜日に予約をお入れください。その他の接種は追加接種用となっています。

・12～15歳の接種は保護者の同伴が必須、16～18歳の接種は可能な限り保護者同
伴をお願いします（医療機関によっては必須）。
なお接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。

・12～15歳の予約・接種

・小学生以下の予約・接種
　は受付しておりません。
・小学生以下の予約・接種
　は受付しておりません。

は受付していません。

・12～15歳は月･水のみ可能
・16～18歳も保護者同伴

webなら
24時間
予約可能

ＳＡＫＵ整形クリニック

個別接種 オミクロン株対応ワクチン（Ｆ：ファイザー、Ｍ：モデルナ）
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いちょう内科あしとみ

しんざと内科
アドベンチスト
メディカルセンター

玄米クリニック

小児（5～11歳）の
ワクチン接種について

【予約方法】

web予約
https://jump.mrso.jp/473294
電話予約

下記の医療機関で接種を行っています

◎小児（5～ 11歳）の新型コロナワクチン
接種については西原町
ＨＰにてお知らせしてい
ます。右記のＱＲコード
からご覧できます。

医療機関

◆あいわクリニック

◆太田小児科医院

対象者

◆ハートライフ
　クリニック

5歳以上

※下記の内容は10月21日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手
元に広報紙が届くまでに変更となっている可能性があります。最新の情報はＱＡＢデータ放送や西原
町ホームページでご確認ください。

　予防接種では健康被害（病気になったり、障害が残ったりすること）が起こる
ことがあります。新型コロナワクチンの予防接種の場合でも予防接種法に基づく
（医療費・障害年金等）が受けられます。
　申請に必要な手続きなどについては、新型コロナワクチン担当までご相談くだ
さい。

予防接種健康
被害救済制度
について

　左記の日程で都合が合わない場合、他市町村での
接種をご案内できる場合があります。
　詳しくは、西原町ＨＰまたは西原町新型コロナワ
クチン接種担当までご連絡ください。

お問い合わせ先　 098-911-9174
[受付時間　9：00～12：00、13：00～17：00(土日祝除く)]

※混雑時には電話がつながりにくい
ことがあります。しばらく時間を
おいてお試しください。

場　所‥城間医院
日　程‥11月1日（火）、11月22日（火）
対象者‥１～2回目接種の12歳以上の方
　　　　　　3回目接種の18歳以上の方

ノババックスの接種について

◎1回目接種日または3回目接種日が12
歳以上の方は、右記の個別接種をご利
用ください。
2回目接種は、1回目と同じワクチン
を接種します。

　10月からオミクロン株対応ワクチンの接種が始まっていますが、このワクチンは3回目接種以降の方が対象で
す。ご希望の方は、12月末までに従来の新型コロナワクチンを接種することで、オミクロン株対応ワクチンも
接種できますので、早めの接種をご検討ください。

　令和４年11月より生後６か月～４歳のお子さまへの、新型コロナワクチン接種が始まります。詳細は西原町
ホームページや送付される案内をご確認ください。
　接種は皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、受けることは強制ではありません。メリットとデ
メリットを確認の上、ご検討ください。

対象者
接種回数
接種間隔
ワクチンの種類
用法・用量

生後6か月～ 4歳のお子さま
3回（3回接種することで初回接種が完了します）
2回目接種：1回目接種から3週間後   3回目接種：2回目接種から8週間後
乳幼児用ファイザー社ワクチン
1回あたり0.2mlを筋肉注射（5~11歳と接種濃度は異なります。）

≪概要≫

生後６か月～４歳のお子さまへの保護者の方へ

　お子さんの健やかな成長と発達を守るためにも、乳幼児健診を受け
ることが大切です。
乳幼児健診では、医師や歯科医師、保健師、歯科衛生士、管理栄養士、
臨床心理士など多くの専門職が関わっています。お子さんのことで気
になることや心配なことを相談する大事な機会ですので、ぜひ受診を
お願いします。
　西原町では、乳児健診、1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健
診を実施しています。対象者には、健診日の約3週間前に健診の案内や問診票等が入った通知をお送りしています。健診は、
お子さんの誕生日の前日まで受けることができますので、受け忘れた方や都合がつかなかった方は、今後の健診日程を確認し、
健診受診をお願いします。
（※健診日程については、ホームページに掲載しています。）

乳児健診
1歳6か月児健診
2歳児歯科健診
3歳児健診

健診の種類 健診を受けれる期間
１歳の誕生日の前日まで
２歳の誕生日の前日まで
３歳の誕生日の前日まで
４歳の誕生日の前日まで

【問い合わせ】こども課　母子保健係　☎098�945�5311

健診を受け忘れたけど、まだ間に合うかな？受診表をなくし
てしまったけど、どうしたらいいかな？と心配な場合は、こ
ども課母子保健係までお問い合わせください。

広報にしはら No.609 R4.11.17 「手洗い、うがい、マスク着用、換気」の徹底を！
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・現在、集団接種の予定はありません。個別接種をご利用ください。

・予約は、webまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話することは
 控えてください。

※オミクロン株対応ワクチンの接種は1人１回です。また、接種間隔が前回接種
　から3か月となります。

・ファイザー社製ワクチンで、初回（1・2回目）接種をご希望の方は、玄米クリニッ
 クの月曜日に予約をお入れください。その他の接種は追加接種用となっています。

・12～15歳の接種は保護者の同伴が必須、16～18歳の接種は可能な限り保護者同
伴をお願いします（医療機関によっては必須）。
なお接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。
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小児（5～11歳）の
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【予約方法】

web予約
https://jump.mrso.jp/473294
電話予約

下記の医療機関で接種を行っています

◎小児（5～ 11歳）の新型コロナワクチン
接種については西原町
ＨＰにてお知らせしてい
ます。右記のＱＲコード
からご覧できます。

医療機関

◆あいわクリニック

◆太田小児科医院

対象者

◆ハートライフ
　クリニック

5歳以上

※下記の内容は10月21日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手
元に広報紙が届くまでに変更となっている可能性があります。最新の情報はＱＡＢデータ放送や西原
町ホームページでご確認ください。

　予防接種では健康被害（病気になったり、障害が残ったりすること）が起こる
ことがあります。新型コロナワクチンの予防接種の場合でも予防接種法に基づく
（医療費・障害年金等）が受けられます。
　申請に必要な手続きなどについては、新型コロナワクチン担当までご相談くだ
さい。

予防接種健康
被害救済制度
について

　左記の日程で都合が合わない場合、他市町村での
接種をご案内できる場合があります。
　詳しくは、西原町ＨＰまたは西原町新型コロナワ
クチン接種担当までご連絡ください。

お問い合わせ先　 098-911-9174
[受付時間　9：00～12：00、13：00～17：00(土日祝除く)]

※混雑時には電話がつながりにくい
ことがあります。しばらく時間を
おいてお試しください。

場　所‥城間医院
日　程‥11月1日（火）、11月22日（火）
対象者‥１～2回目接種の12歳以上の方
　　　　　　3回目接種の18歳以上の方

ノババックスの接種について

◎1回目接種日または3回目接種日が12
歳以上の方は、右記の個別接種をご利
用ください。
2回目接種は、1回目と同じワクチン
を接種します。

　10月からオミクロン株対応ワクチンの接種が始まっていますが、このワクチンは3回目接種以降の方が対象で
す。ご希望の方は、12月末までに従来の新型コロナワクチンを接種することで、オミクロン株対応ワクチンも
接種できますので、早めの接種をご検討ください。

　令和４年11月より生後６か月～４歳のお子さまへの、新型コロナワクチン接種が始まります。詳細は西原町
ホームページや送付される案内をご確認ください。
　接種は皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、受けることは強制ではありません。メリットとデ
メリットを確認の上、ご検討ください。

対象者
接種回数
接種間隔
ワクチンの種類
用法・用量

生後6か月～ 4歳のお子さま
3回（3回接種することで初回接種が完了します）
2回目接種：1回目接種から3週間後   3回目接種：2回目接種から8週間後
乳幼児用ファイザー社ワクチン
1回あたり0.2mlを筋肉注射（5~11歳と接種濃度は異なります。）

≪概要≫

生後６か月～４歳のお子さまへの保護者の方へ

　お子さんの健やかな成長と発達を守るためにも、乳幼児健診を受け
ることが大切です。
乳幼児健診では、医師や歯科医師、保健師、歯科衛生士、管理栄養士、
臨床心理士など多くの専門職が関わっています。お子さんのことで気
になることや心配なことを相談する大事な機会ですので、ぜひ受診を
お願いします。
　西原町では、乳児健診、1歳6か月児健診、2歳児歯科健診、3歳児健
診を実施しています。対象者には、健診日の約3週間前に健診の案内や問診票等が入った通知をお送りしています。健診は、
お子さんの誕生日の前日まで受けることができますので、受け忘れた方や都合がつかなかった方は、今後の健診日程を確認し、
健診受診をお願いします。
（※健診日程については、ホームページに掲載しています。）

乳児健診
1歳6か月児健診
2歳児歯科健診
3歳児健診

健診の種類 健診の種類
１歳の誕生日の前日まで
２歳の誕生日の前日まで
３歳の誕生日の前日まで
４歳の誕生日の前日まで

【問い合わせ】こども課　母子保健係　☎098�945�5311

健診を受け忘れたけど、まだ間に合うかな？受診表をなくし
てしまったけど、どうしたらいいかな？と心配な場合は、こ
ども課母子保健係までお問い合わせください。

広報にしはら No.609 R4.11.1 6マイナンバーカードの早めの申請よろしくお願いします！


