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今シーズンのインフルエンザワクチンについて 

 

今季のインフルエンザに備え、10 月 5 日からワクチンの接種を開始します。 

ご予約は携帯やパソコンなどからのネット予約のみです。お電話での予約はできません。下記の予約サイトの

アドレスからアクセスして、説明をよくお読みの上、ご予約ください。接種希望日の前日まで予約が可能です。

キャンセルは当日でも可能です。日程変更を希望される場合は、必ずご自身でキャンセルの上、再度ネットか

らご予約ください。 

確実に２回接種できるように、１回目ご予約の際に、同時に２回目ご予約をお願いします。 

18 歳以上の方（ご両親）については、10 月 26 日以降に予約をお取りいただけるようにご協力お願いいたします。 

9 月 18 日更新  

各種 事情 もあ ると 思い ま すの で無 理の ない 範囲 で ご協 力お 願い しま す。 家 族一 緒に 受け るた めに 10 月 26 日以

降に 接種 日を 選択 する の はも った いな く避 けて い ただ きた いで す。  

9 月 18 日更新  

大人のかたの単独接種はお断りしております。ま た例 年は 、ご 家族 の方 の 利便 性も 考慮 して 付き 添 いで 来ら れ

てい る保 護者 のか たも 予 約接 種可 能と して いま す が、 今年 は希 望者 多数 の ため 1 家 族内 で付 き添 い の接 種可 能

者は 1 名 とさ せて いた だ きま す。 すで に予 約を お とり にな られ てい る方 が たも 今後 の予 約状 況次 第 では 取り 消

しを お願 いす るこ とが あ り得 ます 。そ の際 は内 科 での 接種 をお 願い しま す 。  

当院は小児科ですので、お子さんの予防接種が優先されます。 現在 、大 人 の方 々の 予約 数増 加に よ りお 子さ ん

の予 約が 取り にく い状 況 が生 じて いま す。 予約 開 始後 の変 更で 申し 訳あ り ませ んが 、想 定数 以上 の 大人 の方 か

らの 予防 接種 予約 が入 っ てお り困 惑し てお りま す 。今 後さ らに 大人 の方 の 予約 制限 をか けざ るを 得 ない 状況 も

あり 得る こと をご 了承 く ださ い。  

ご理 解ご 協力 のほ どよ ろ しく お願 いし ます 。  

 

インフルエンザワクチン予約サイト ： http://www.0482801277.com/i/ 

  

クリニック内の密を少しでも防ぐため、ＷＥＢ予診票を導入しました。予約サイトで予約を取ると予約時と

接種前日にメールが届きます。メールの下部にＷＥＢ予診票のリンクがあります。予診票登録は接種日の前

日 18 時から当日来院 1 時間前までにお願いします。予診票が完成していないと受付が遅れますのでご注意

ください。 

インフルエンザワクチンＷＥＢ予診票サイト ：  

https://symview.me/medical_interview_flows/kobayashi-kodomo/?templateid=T_001471000003 

 



予診票作成時と当日クリニック内で検温していただきます。当日非接触型体温計による検温で最終的に接種

可能か判断します。 

対象年齢・接種方法 ：  

生後６か月～１３歳未満：２～４週間間隔で２回接種（３～４週間間隔が最も効果が高いとされています） 

  １３歳以上：１回接種（受験で２回接種を希望される方は 2 回分を予約できます） 

 

◎インフルエンザワクチンは生後６ヶ月から接種できますが、４種混合・ヒブ・肺炎球菌など他のワクチンを

優先してください。 

◎10 月 1 日よりインフルエンザワクチンと他のワクチンの接種間隔は制限なしです（インフルエンザワクチ

ン接種日の前日・翌日でも、ＭＲ、おたふく、みずぼうそうやＢＣＧなどの生ワクチンを含むすべてのワク

チンを接種できます）。以下の東京都福生市の説明をご参照ください。 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/child/health/1010525.html 

 

◎ワクチンの効果が現れ始めるまで２週間くらいかかり、5 ヶ月程度効果があります。毎年、感冒等の理由で

接種が遅れる方が多数おられますので、流行期前に余裕をもって接種を完了しましょう。 

◎確実に２回接種できるように、１回目ご予約の際に、同時に２回目ご予約をお願いします。 

◎予約受付終了時点で、２回目の接種を完了できない方については、２回目の接種は他の医療機関で接種して

ください。 

費用   １回につき 3800 円（税込み）（２回目も３800 円） 

接種日 ： 通常の診療時間内または特設日 

★インフルエンザ専用特設日 受付時間：午後３時３０分～５時３０分★ 

１０月    9 日（金） 16 日（金） 23 日（金）  ２7 日（火） 

１１月   10 日（火）  17 日（火）  24 日（火） 27 日（金） 

*ワクチンの入荷状況により 12 月にも特設日が設定される可能性があります。 

[注意] 

・インフルエンザワクチン専用特設日は、通常の診療は行いません。また、インフルエンザ以外のワクチンは

接種できませんので、ご了承ください。他のワクチンとの同時接種をご希望の方は診療時間内にお願いしま

す。 

・感冒等の患者様からの感染を避けるために、インフルエンザワクチン専用特設日を設けています。感冒症状

等のある方については、診療時間に接種してください。 

健診・予防接種専用の時間について 

・午後２時～３時の健診・予防接種時間は、３歳未満の方のみ接種を行います。 

・３歳以上の方は診療時間内にお願いします。 

・インフルエンザワクチンの単独接種は行いません。 

・他の予防接種、健診を受ける方で、インフルエンザとの同時接種を希望される方は、窓口にお問い合わせく

ださい。 

その他 

・接種の際は必ず母子手帳をご持参ください。 

・卵アレルギーのある場合、過去に接種できている方は接種可能ですが、初めて接種される方について

は、かかりつけ医でご相談のうえ、かかりつけ医で接種してください。当院にかかりつけの方に限

り、事前にご相談のうえ接種します。 

・診療時間内の人数枠は日程によって異なります。ご希望通りの日程で接種できないことがありますの



で、早めにご予約頂くようお願いいたします。 

・感冒等の症状のある方については、診療の結果によっては接種できないこともあります。 

 

ご不明な点がありましたらスタッフにお尋ねください。 

 

こばやしこどもクリニック 


