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し、一時的または持続的な感染を起こ

％の方で感染から年月を経て慢性肝

肝細胞がんを発症することが

感染は主にウィルスを含む血液や体液との直接の接触によって生じます。

大人の場合は感染しても一時的な感染となることが

感染しやすいと言われています。

それ以前に産まれたお子さんや、血液や体

液に触れる機会の多い仕事（医療・介護従事者、救急隊員、警察官、保育職員等）の方、家族に

Ｂ型肝炎ウィルスキャリアの方がいる場合等に特に接種が推奨されています。

回、計 3 回の接種を行います。

歳以上の方の帯状疱疹予防に：水痘ワクチン

帯状疱疹は過去に水痘にかかったことがある人に起こる病気です。帯

後遺症で帯状疱疹後神経痛と呼ばれる神経の痛みが

50 歳以上

帯状疱疹にかかったこ

帯状疱疹を抑えられることが分かってきました。

の報告では、ワクチン接種により帯状疱疹・帯状疱疹後神経痛の発生を、

われています。過去に帯状疱疹にかかったことのある人も接種可能です。1

※現在院内感染予防のため、発熱等がある方の送迎はお断りさせて頂いております。

い致します。 

汐入診療所待合室だより「よ・ろ・し・お」バックナンバー 

「大腸がん検診」 

「骨密度」       

「熱中症予防」 

Ｂ型肝炎ワクチン◇

回あたり） 

し、一時的または持続的な感染を起こ

感染から年月を経て慢性肝

を発症することが

感染は主にウィルスを含む血液や体液との直接の接触によって生じます。

大人の場合は感染しても一時的な感染となることが多いですが、持続感

感染しやすいと言われています。

それ以前に産まれたお子さんや、血液や体

液に触れる機会の多い仕事（医療・介護従事者、救急隊員、警察官、保育職員等）の方、家族に

Ｂ型肝炎ウィルスキャリアの方がいる場合等に特に接種が推奨されています。予防接種は

回の接種を行います。

ワクチン◇

帯状疱疹を抑えられることが分かってきました。

、それぞれ半減すると言

1 回の接種となります。

※現在院内感染予防のため、発熱等がある方の送迎はお断りさせて頂いております。 

 ※バックナンバーを

         希望の方は受付まで

◇ 

し、一時的または持続的な感染を起こ

感染から年月を経て慢性肝

を発症することがあります。

感染は主にウィルスを含む血液や体液との直接の接触によって生じます。

多いですが、持続感

感染しやすいと言われています。

それ以前に産まれたお子さんや、血液や体

液に触れる機会の多い仕事（医療・介護従事者、救急隊員、警察官、保育職員等）の方、家族に

予防接種は 4

回の接種を行います。 

◇ 

帯状疱疹を抑えられることが分かってきました。海外

それぞれ半減すると言

回の接種となります。

※バックナンバーを 

希望の方は受付まで

し、一時的または持続的な感染を起こ

感染から年月を経て慢性肝

あります。

感染は主にウィルスを含む血液や体液との直接の接触によって生じます。

多いですが、持続感

感染しやすいと言われています。

それ以前に産まれたお子さんや、血液や体

液に触れる機会の多い仕事（医療・介護従事者、救急隊員、警察官、保育職員等）の方、家族に

4 週

海外

それぞれ半減すると言

回の接種となります。 

希望の方は受付まで 


