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≪不活化ポリオワクチンの定期接種≫
◆接種方法が変わります。
　生ポリオワクチンは経口接種（口から飲む）でしたが、
不活化ポリオワクチンは皮下接種（皮下に注射）です。
◆４回（初回３回、追加１回）の接種が必要です。
　生ポリオワクチンは２回の接種でしたが、不活化ポ
リオワクチンは４回の接種が必要です。
○初回（３回）：生後３カ月から１歳までの間に３回（20
　日以上の間隔をおく。）
○追加（１回）：初回終了後おおむね 1 年後に１回
※この期間をすぎた場合でも、7 歳６カ月未満であれ
　ば接種できます。

◆１年を通して医療機関で個別に接種できます。
　ほかのワクチンと同時接種も可能です。

≪１回目に生ポリオワクチンを接種した人も、２回目
　以降は不活化ポリオワクチンを受けてください≫
　生ポリオワクチンを１回接種した人は、９月１日以
降に不活化ポリオワクチンを３回接種することになります。
　８月 31 日までに生ポリオワクチンをすでに２回接
種した人は、不活化ポリオワクチンの追加接種は不要
です。

≪４種混合ワクチンは 11月 1日に導入予定です≫
　DPT（ジフテリア・百日せき・破傷風）と不活化ポ
リオワクチンの４種混合ワクチンは、薬事承認申請が
行われており、現在薬事審査や供給の準備などが進め
られています。11 月１日時点で DPT や不活化ポリオ
ワクチンを受けていない人は、４種混合ワクチンを接
種することになりますが、国内で流行させないために
も、通常の接種スケジュールで予防接種を受けること
をお勧めします。

【問い合わせ】　健康推進課 　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666 

～ 不活化ポリオワクチン導入のお知らせ ～

～ポリオを予防する唯一の方法がワクチン接種～
　日本では、2000 年にポリオの根絶を報告しまし
たが、世界には今でも流行している地域があり、渡
航者などを介しての感染はどの国にも広がる可能性
があります。このため、ポリオの根絶に向けて世界
中でワクチンの接種が行われています。きちんとワ
クチンを接種し、ほとんどの人が免疫を持てば、海
外でポリオが流行しても感染することがなく、国内
での流行を防ぐことができます。
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■地区割　※上野～については省略

【問い合わせ】　スポーツ振興課　☎47-1284　ＦＡＸ 47-1290

【と　き】　11 月４日㈰　開会式：午前８時 30 分～
　　　　　　　　　　　競技開始：午前９時～
【競技種目・会場】
▼卓球：緑ヶ丘中学校
▼バレーボール：青山小学校・青山中学校・上野南中学
　　　　　　　　校の各体育館
▼ソフトボール：いがまちスポーツセンター・霊峰中学
　　　　　　　　校・西柘植小学校の各グラウンド
▼ゲートボール：島ヶ原中学校グラウンド・島ヶ原運動広場
▼グラウンド・ゴルフ：阿山第１運動公園グラウンド
▼綱引：阿山 B&G 海洋センターアリーナ
▼ターゲット・バードゴルフ：くれは水辺公園
▼カローリング（オープン競技）：大山田小学校体育館
※雨天の場合、ソフトボール、ゲートボール、グラウン
　ド・ゴルフ、ターゲット・バードゴルフは中止します。

【競技方法】　地区対抗戦
※卓球、ターゲット・バードゴルフは個人戦もあります
　が、団体戦と兼ねることはできません。
【参加資格】　参加する地区に住所があり居住していること。
※一人１種目のみとします。
【けがなどについて】
　競技中のけがなどは、会場での応急処置を主催者側で
行いますが、以後の責任は負いません。なお、大会当日
は、主催者側で一日傷害保険に加入します。
【申込方法】
　地区担当のスポーツ推進委員を通じ
てお申し込みください。
※スポーツ推進委員の連絡先がわから
　ない場合はお問い合わせください。
【申込期限】　９月 14 日㈮

第８回 伊賀市民スポーツフェスティバル

９月１日から不活化ポリオワクチンが導入され、定期予防接種での生ポリオワクチンの使用は中止されます。



【対象者】
　①伊賀市に住民票がある 65歳以上の人
　② 60歳以上 64歳以下の心臓・腎臓・呼吸器機能に障がいがあり身体障害者
　　手帳１級を持っている人
【助成開始日】　９月１日㈯　※医療機関の診療時間による。
【回　数】　助成回数は生涯１回限り
【助成額】
　3,000 円　※事前に補助券を発行します。
【申込方法】
　直接健康推進課などの窓口までお越しいただくか、郵送または電話で、氏名・住所・生年
月日・電話番号・予防接種を予定している医療機関名をご連絡ください。
【注意事項】
　予防接種を受ける際、次の実施医療機関へ予約の上、市が発行する補助券と健康保険証な
ど本人確認できるものを医療機関へ提出してください。 接種費用から 3,000 円が差し引かれ
ます。指定医療機関外での接種を希望される場合は、ご相談ください。
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高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費用を
一部助成します

　肺炎は日本人の死因の第４位を占め、65 歳以上で
は年間約 10万人が肺炎により亡くなっています。肺
炎の原因となる細菌にはさまざまなものがありますが、
高齢者の肺炎の原因で最も多く、重症化しやすいもの
が肺炎球菌です。
　予防接種の効果がどのくらい持続するかには個人差

がありますが、健康成人であれば通常５年程度は有効
と考えられています。
　また、過去に肺炎球菌の予防接種をうけたことのあ
る人が再度接種する場合は、注意して接種する必要が
あります。(特に５年以内に再接種すると副反応が強く
出る可能性があります。）

指定医療機関名 電話番号 指定医療機関名 電話番号 指定医療機関名 電話番号

アクアクリニック伊賀 ☎ 21-6500 河合診療所 ☎ 43-1511 中産婦人科
緑ヶ丘クリニック ☎ 21-5678

浅野整形外科内科 ☎ 36-2550 川原田内科　 ☎ 52-0500
あずまクリニック ☎ 26-0333 紀平医院 ☎ 45-5470 西田整形外科 ☎ 23-4556
あずま診療所 ☎ 46-9977 黒田クリニック　 ☎ 52-2099 ひらい小児科クリニック ☎ 21-3101
新医院 ☎ 21-3381 佐々木内科 ☎ 21-3100 広瀬医院 ☎ 21-1383
阿波診療所 ☎ 48-0004 佐那具医院 ☎ 23-3330 松本胃腸科内科 ☎ 26-3750
伊賀市立上野総合市民病院 ☎ 24-1111 嶋地医院 ☎ 37-0114 まちしクリニック ☎ 45-7788
伊藤医院 ☎ 24-4700 しみずハートクリニック ☎ 21-4528 みずたにクリニック ☎ 21-8585
上野こどもクリニック ☎ 23-8558 しもむら整形外科 ☎ 26-2960 宮本医院 ☎ 21-4719
上野病院（入院患者のみ） ☎ 21-5010 城医院 ☎ 52-0017 森田クリニック ☎ 22-2233
馬岡医院　 ☎ 21-3005 滝井医院 ☎ 23-1111 森川病院 ☎ 21-2425
大西医院　 ☎ 21-0219 竹沢医院 ☎ 59-2019 森本整形外科　 ☎ 23-0150
おおのクリニック ☎ 22-1220 竹沢内科歯科医院 ☎ 23-5553 ゆめが丘クリニック ☎ 26-0100
岡波総合病院 ☎ 21-3135 竹代クリニック ☎ 22-2300 吉村クリニック　 ☎ 22-2121
亀田クリニック　 ☎ 26-0666

◆ 実施医療機関

【補助券の申込先・問い合わせ】
　〒 518-0873　伊賀市上野丸之内 500 番地　伊賀市健康福祉部健康推進課　☎ 22-9653
　いがまち保健福祉センター　☎ 45-1015　　　　　大山田支所住民福祉課　☎ 47-1151
　島ヶ原支所住民福祉課　      ☎ 59-2163　　　　　青山保健センター　　　☎ 52-2280
　阿山支所住民福祉課　　　　☎ 43-0332


