側(♭

(催 鞘)あ 鶏℃②∈鮪飴種を鰻貯蓉紗が
う

く対 象者 〉
生後 Zれ 同殉Bら 60れ 月に至るきで(5歳 こなる日の前日書で)の 間にある児 ※沖縄市に住民登録をしている方
く機種スケジューfと 〉
持 種 回 獣 :最 大 4回

※接種開夕
台時や接種日当日の月齢 占年齢により、接種回数と間[扇 が異なりますので、事前に
よく確認 してから接種を受けましょう
!

接 種 回 数 と間 隔

接種開始月齢

空鶴 同〜
空鮨 R
※脚
む刊 十有

初回機種

(標 準的には 27日

追加鍛―
霞 :初 回様穏終了後、7ヵ 月以上

から56日 まで)の 間隔をおいて3旦

(標 準的にはフカ月から 19‐

―

―

■月まで)の 間隔をおぃて 1回

※ただし、初回 2回 目・ 3回 目の接覆は 1蔵 になる前までに行うこと￨し 、それを超えた場合は行わな
豊 こと。この場合、追加接種は可能であるが、初回接種の最後の注射終了後(27日 以上の間隔をお
いて 1回 行うこと。
￨―

初 回機 種

生御 れ同〜
生後 ,,れ 同

:27日 以上

:27日 以上

(標 準的には 27日 か ら 56日 まで)の 間隔 をお いて 2回

追 加 機 種 :初 回機種終了後、 7ヵ 月以上 (標 準的 には フカ月か ら 13ヵ 月まで)の 間隔 をお いて 1回
※ただ し、初回 2回 目の機種 は 1歳 になる前 までに行 うことと し、それを超 えた場合 は行わない こ と。

この場合、追加接種は可能であるが、初回接種の最後の注射終了後、 27日 以上の間隔をおいて 1回
行 うこと。

,〜 4歳

1回 の み

細薗控髄限羹につbBC

陸琢 。鈴礎鎌薗 につし恥
て
ヒブ (Hib:旦 aemOphilus ttnf l uenzae type豊 )
や肺炎球菌は、人の鼻や日から体内に入 り、鼻や
のどの粘膜にすみつきますが、そのまま何の症状
も引き起 こさずにいることも多い細菌です。
しか し、何かのきっかけで脳やせ き髄 を包
む髄膜、肺などの体の内部に入 りこむと、命
にかかわる重 い感染症 (細 菌性髄膜炎、喉頭
蓋炎、菌血症、敗血症、肺炎など)を 発病す
る場合 もあ ります。 これ らの細菌は、多 くの
こどもたちにとって、の どや鼻 の奥 にすみ つ
いている身近な菌のため、重 い感染症にいう 、
誰 が 、かかるかわか りません。
「Hib(ヒ ブ)ワ クチン」 と
「小児の肺炎球菌ワクチン」の
両方 を接種 して、怖い細菌感染症
か らお子様の命 を守 りま しょう。

細菌性髄膜炎は、ヒブや肺炎球菌な どの細菌が、脳やせ き髄 を包
む髄膜の奥まで入 り込んでお こる病気です。発熱・ 頭痛・ 嘔吐が
3大 症状ですが、初期は発熱や口
厘吐など風邪や 胃腸炎の症 状 とよ
く似ていて、特徴的な症状はみ られません。特に乳幼児では、は
つき りと した症状がないため、なかなか判断が難 しいと言われて
います。症状が急速に悪化 し、高熱やけいれん、意 識障害が出て
初めて診断がつ くことが 多 く、早期の診断が大変難 しい病気です。
細菌性髄膜炎 に最 もかか りやす いのは、免疫力が未発達 な 2歳 ぐ
らいまでの小 さな子 どもです 。年齢 とともにかか りに くくな りま
す が 、 5歳 未満は危険年齢 です 。
細菌性髄膜炎 にかか つて も、早期 に診断がつ き治療薬の効果があ
れば、無事に回復する ことがで きます。 しか し、薬の効果 が な い
菌 (耐 性菌)が 増 えているために、治療が難 しく、死亡や脳 障害・
難聴 日精神発達遅滞などの重 い後遺症が残 って しま うことが あ り
ます。
細菌性髄膜炎の原因 となる細菌 (起 因菌)は い くつか知 られて
お りますが、多 くはHibと 肺炎球菌が原因 と言われて います。

○ヒ7η ク千ンの副願応
注射部位の赤み、しこ り、はれ、痛みや発熱、不機嫌、食欲不振などで、 これ らは通常数日以内に自然に治 ります。まれに重い
副反応 として、ショック、アナフィラキシー

(じ んま しん、呼吸困難、血管浮腫、顔面浮腫、喉頭浮腫等)、

けいれん (熱性けい

れん含む)、 血小板減少性紫斑病などが報告されています。

○予防持種にかる健康縦客手
焦
箔制虐につblτ
定期の予防接種後に起きた健康被害が、予防接種によるものと国で認定された場合には、予防接種法に基 づ く補償 (医 療費、
医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料など)を 受けることがで きます。

沖縄市役所 こども相談・健康課 予腑係 TEL 939‑'2,2(向 線 2232・ 2233)
※この説明書の情報は平成 28年 4月 現在のものです。

