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                  平成 21 年 11 月 軽 井 沢 町 
新型インフルエンザ（A/H1N1）は、感染力は強いものの、治療薬（タミフル・リレンザ）が有効なこと

も確認されていて、多くの感染者は軽症のまま回復しています。 
 ただし、基礎疾患（糖尿病、ぜん息など）を有する方、妊婦及び小児の方が感染すると重症化する

可能性があるため、注意が必要です。 
 今回の新型インフルエンザワクチンは、これまでのデータから、重症化や死亡の防止に一定
の効果が期待されていますが、感染防止の効果は証明されておらず、接種したからとい

って、感染しないわけではありません。 
 また、ワクチンを接種することで、多くの方に重症化予防の効果が期待できますが、接種をすること

で、その接種部位がはれたり、熱が出るなどの副反応症状がでたり、ごくまれに重篤な症状を引き起

こす事もあります。 
 以上の点をご理解いただいたうえで、個人の選択（意思）によりワクチン接種を受けていた
だくようお願いします。 
   
◆ 優先的に接種する方の接種スケジュール・接種場所・必要な手続について 

新型インフルエンザワクチンは、当面、提供される量に限りがあります。このため国は今回のワクチ

ン接種の目的である重症化の危険が高いとされる方を優先的に接種するために、接種対象となる方

に優先順位を設けて、計画的に接種をすることとしています。 
また、実際の接種についても、決められた医療機関等で受ける事となります。 
接種するにあたっての手続等も含め、別紙「優先的に接種する方の接種スケジュール・接種場

所・必要な手続」を参考にしてください。 
   
◆ 接種費用について 

 接種費用は、全国一律で 1 回目 3,600 円、2 回目 2,550 円（ただし、1 回目と異なる医療機関で

接種する場合は、3,600 円）を自己負担していただきます。 
 なお、町民税非課税世帯に対して、町において費用負担を行います。対象世帯には保健センター

（木もれ陽の里内）から別途通知します。 
  
◆ ワクチン接種についての問い合わせ先 

  長野県新型インフルエンザワクチン相談電話    

○ 専用電話 

☎ ０２６３－３１－５４４７  

受付時間 平日午前９時～午後５時 

○ 保健福祉課 健康推進係（保健センター） 
☎ ０２６７－４５－８５４９  

○ 佐久保健福祉事務所 
☎ ０２６７－６３－３１６３ 

     年末年始休業 
１２月２９日 ～ １月 ３日 

○ 長野県健康づくり支援課 
☎ ０２６－２３５－７１４８ 

     ※ ただし、保健センターは、 
１２月２８日 ～ １月 ４日 

受付時間 平日午前８時３０分～午後５時１５分  

  

  

   



  

優先的に接種する方の接種スケジュール・接種場所・必要な手続 

 

※ 接種の具体的なスケジュールについては、下記のとおりです。ワクチンの供給体制や接種方法

の見直しなどにより変更されることもありますので、長野県からのお知らせなどに留意して下さい。     

なお、ご不明な点は、軽井沢町保健センター（木もれ陽の里内）までお問い合わせ下さい。 

 

接種対象 接種が始まる日 接種対象となる要件 必要な書類等 接種医療機関 

妊婦の方 11 月 9 日から 

（バイアル製剤接種） 

11 月 18 日から 

（シリンジ製剤接種） 

接種をする日時点で、妊娠

している方。 

「母子健康手帳」  

 

かかりつけ医に相

談して下さい。 

基礎疾患を有

する方 

（最優先） 

11 月 9 日から 次の基礎疾患があり、入院

中又は通院中の方。 

「慢性呼吸器疾患」「慢性心

疾患」「慢性腎疾患」「慢性

肝疾患」「神経疾患・神経筋

疾患」「血液疾患」「糖尿病」

「疾患や治療に伴う免疫抑

制状態」「小児科領域の慢

性疾患」 

「優先接種対象者

証明書」 

※かかりつけ医が接

種する場合は、必

要ありません。 

基礎疾患を有

する方 

（その他） 

12 月 9 日から 

幼児 

（1 歳～6 歳） 

12 月 9 日から 接種をする日時点で 1 歳以

上、小学校就学前の方。 

「母子健康手帳」、

「各種健康保険被

保険者証」 

 

 

裏面の実施医療

機関へ予約をして

下さい。 

小学校低学年

（1～3 年生） 

12 月 22 日から 接種をする日時点で小学校

1 年～3 年生の方。 

1 歳未満児の 

保護者等 

１月 13 日から 

1 月 7 日から 

接種をする日時点で、1 歳

未満の乳児の保護者の方。

「母子健康手帳」、

「各種健康保険被

保 険 者 証 」 又 は 、

「住民票」 

小学校高学年 

（4～6 年生） 

１月後半 

1 月 7 日から 

接種をする日時点で小学校

4 年～6 年生の方。 

「各種健康保険被

保険者証」、「学生

証」、「運転免許証」

又は「住民票」 

中学生 １月後半 

1 月７日から 

接種をする日時点で中学生

又は高校生に該当する年齢

の方。および接種をする日

時点で 65 歳以上の方。 

高校生 
 

1 月 中 

（輸入ワクチン） 

65 歳以上の 
高齢者 

1 月 中 

（輸入ワクチン） 

 【接種場所】  

ワクチン接種ができる医療機関は別紙「新型インフルエンザ予防接種実施医療機

関」のとおりです。事前に医療機関へ予約をする必要がありますのでご注意ください。 



【軽井沢町】 市外局番0267 【佐久市】 市外局番0267

実施医療機関名   電話番号 実施医療機関名   電話番号

あさま医院 ４５－２５１８ 浅科診療所 ５８－２１００

いけお内科クリニック ４５－７３２８ 浅間総合病院 ６７－２２９５

追分クリニック ４４－３６３７ 雨宮病院 ８２－５３１１

織田醫院中軽井沢診療所 ４４－３８８３ 大森小児科医院 ５３－２１３５

軽井沢病院 ４５－５１１１ 岡田医院 ５３－２１２３

北沢クリニック ４２－２８０４ おがわクリニック ５３－０１６２

木戸内科医院 ４２－７７５５ 荻原医院 ６７－２０５１

坂口医院 ４２－２４３１ 金澤病院 ６７－２０４８

東京心臓協会附属　軽井沢クリニック ４１－２５７７ 工藤医院 ６２－０４７５

くろさわ病院 ６４－１７１１

【御代田町】 市外局番0267 小林内科クリニック ６６－０５００

実施医療機関名   電話番号 小松耳鼻咽喉科クリニック ６６－６３００

井田医院 ３２－３８４５ 小山医院 ６２－２１３３

佐々木小児科内科医院 ３２－１１１７ こやまクリニック ５８－２２３３

宮下内科循環器科クリニック ３１－３０３３ 川西赤十字病院 ５３－３０１１

御代田中央記念病院 ３２－４７１１ 佐久総合病院 ８２－３１３１

佐久総合病院美里分院 ８１－４５００

【小諸市】 市外局番0267 佐久平透析クリニック ６５－７７００

実施医療機関名   電話番号 佐久平ファミリークリニック ８８－７２００

甘利医院 ２２－０７２９ 佐久中央医院 ６３－１００１

市川医院 ２５－１２００ 佐久長土呂クリニック ６８－７８９９

うすだ医院 ２２－０４８３ さくらこどもクリニック ７８－３２３２

小岩井整形外科 ２６－６７８８ さとう小児科 ６６－１７７２

小諸厚生総合病院 ２２－１０７０ さとう泌尿器科クリニック ６８－２２３３

小諸病院 ２２－０２５０ しのはら形成・皮ふクリニック ６７－８８２５

小諸南城クリニック ２６－５２２２ 関口小児科医院 ６２－７１５１

桜井クリニック ２６－１１８８ 高橋医院 ５３－２３６６

佐々木医院 ２２－０５０３ 田嶋クリニック ８１－５１５１

佐藤外科医院 ２２－０３３４ つかばらクリニック ６６－１７１１

須江医院 ２２－２０６０ つつみハートクリニック ８２－０２２３

鈴木医院 ２６－１２１２ 角田医院分院 ６８－０５５０

関医院 ２２－２２０５ 都甲クリニック ６４－１０５０

高橋内科医院 ２３－８１１０ 野澤医院 ６２－０２７２

武重医院 ２２－０１７１ まつざきクリニック ６６－６６７７

田村医院 ２２－００４８ みついクリニック ６６－６８０６

鳥山クリニック ２６－０３０８ 山浦耳鼻咽喉科医院 ６３－００５２

東小諸クリニック ２５－８１０４

ひかり医院 ２２－８８７８

美里診療所 ２２－０９０１

矢島医院 ２２－８１４８

柳橋脳神経外科 ２３－６１３１

新型インフルエンザワクチン接種実施医療機関

※ 必ず事前に予約してください。



 

（保健センター 受付時間 平日 午前 8 時３０分～午後５時１５分 ） 軽井沢町 

http://www.town.karuizawa.nagano.jp/ 

０２６７－４５－８５４９

長野県ホームページ http://www.pref.nagano.jp/index.htm 

 


