
このマークは、目の不自由な方などのための「音声コード」で、コー
ドの位置を示すために切り込みを入れています。専用の読み上げ
装置で読み取ると、記載内容を音声で聞くことができます。
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誰もが地域で安心して暮らすことができる大都市東京の実現

今
月
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主
な
内
容

【特集】『ウイルス性肝炎早期発見・治療キャンペーン』を実施します！………………… 2
夏の献血キャンペーン「愛の血液助け合い運動」…………………………………………… 3
リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016駒沢オリンピック公園を開催します！／
『第10回きずなづくり大賞2016』作文募集！……………………………………………… 4
未成年者喫煙防止ポスターコンクールの募集／
「ハローワーク木場　ハートフルワークコーナー」新規OPENのお知らせ……………… 5
お知らせ………………………………………………………………………………………6、7
海外旅行では感染症に気を付けましょう！／
動物愛護相談センターが羽田空港から感謝状を授与されました………………………… 8

問 福祉保健局健康安全部薬務課　TEL 03-5320-4505　FAX 03-5388-1434

「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集いを開催しました
～危険ドラッグと闘おう！～

　6月26日（日）、東京スカイツリータウン東京ソラマチ4階　
スカイアリーナにて「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い
を開催しました。
　このイベントは全国で展開される「ダメ。ゼッタイ。」普及運
動（運動期間：6月20日から7月19日まで）の一環として開催
されたものです。
　イベント会場では、テツandトモによるトークライブや薬物
乱用撲滅宣言、警察犬（薬物捜索犬）によるデモンストレーショ
ン、薬物に関するパネル展示、乱用防止のための啓発用リーフレッ
ト・グッズの配布などを行いました。

　今年度の会場となった東京スカイツ
リータウンは、都内有数の観光地であ
り、行き交う多くの人々に対して、薬
物乱用防止のメッセージを強力に発信
することができました。

▲�ステージの様子�
（薬物乱用撲滅宣言）

▲�警察犬（薬物捜査犬）による�
デモンストレーション

▲福祉保健局長による挨拶



特 集 『ウイルス性肝炎早期発見・治療キャンペーン』を実施します！
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　7月28日は、ウイルス性肝炎のまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消、感染予防の推進
を目的とする「世界（日本）肝炎デー」で、7月28日を含む一週間は「肝臓週間」です。
　東京都では、「世界（日本）肝炎デー」に合わせて「ウイルス性肝炎早期発見・治療キャンペーン」を実
施します。

〜 7月28日は「世界（日本）肝炎デー」、7月25日から7月31日までは「肝臓週間」〜

Ｑ．ウイルス性肝炎とは？
Ａ．�ウイルス性肝炎とは、ウイルスの感染により肝臓が
炎症を起こすことをいいます。特にＢ型・Ｃ型肝炎
ウイルスは、感染した人が、治療を受けずにそのま
ま放置すると、慢性肝炎、肝硬変、肝がんに進行す
る可能性があります。ウイルスに感染しているかは、
肝炎ウイルス検査を受けない限り、わかりません。

Ｑ．肝炎ウイルス検査はどこで受けられるの？
Ａ．�B型・C型肝炎ウイルスの検査（血液検査）は、
住民票のある区市町村で受けられます。日程など
詳細は、区市町村にお問い合わせください。

Ｑ．ウイルス性肝炎の治療はどこで受けられるの？
Ａ．�肝臓専門医療機関で受けられます。東京都の肝臓
専門医療機関のリストは、東京都福祉保健局の
ホームページに公開しております。

　　�HP 福祉保健局トップページ⇒医療・保健⇒�
医療・保健施策⇒東京都のウイルス肝炎対策

　　�http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/
iryo_hoken/kanen_senryaku/index.html

〈ウイルス性肝炎Q&A〉

HP http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/06/20q6r700.htm

日時：�平成28年7月31日（日）
　　　14時から15時まで
場所：�新宿ステーションスクエア
　　　（新宿アルタ前広場）
内容：�トークショーをはじめ、様々なイベント

を通じて、ウイルス性肝炎早期発見・早
期治療の大切さを呼びかけます。

問 福祉保健局保健政策部疾病対策課
TEL 03-5320-4471　FAX 03-5388-1437

肝炎対策普及啓発イベント
１�　都内20箇所の映画館にて、映画本編上映
前に普及啓発動画を放映します。

　期間：7月16日（土）から7月29日（金）まで

２�　新宿駅西口地下広場の大型ビジョンで普及
啓発動画を放映します。

　期間：7月15日（金）から7月28日（木）まで

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　
TEL 03-5320-4363　FAX 03-5388-1427

肝炎対策普及啓発キャンペーン

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4363
　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX 03-5388-1427
問 福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4471
　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX 03-5388-1437

検診について

治療や医療費
助成について
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夏の献血キャンペーン「愛の血液助け合い運動」

問 福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4506　FAX 03-5388-1437

　7月1日から31日までの1か月間、「愛の血液助け合い運動」を実施します。本
キャンペーンでは、都営地下鉄、区市町村、学校等でのポスターの掲示や献血功
労者厚生労働大臣表彰及び感謝状、並びに献血功労者知事感謝状の受賞者の決定、
東京都職員献血等を行い、広く都民の皆様に献血へのご理解、ご協力を呼びかけ
ています。

～届けよう　そのやさしさを　献血で～

東京都赤十字血液センター　 HP http://www.tokyo.bc.jrc.or.jp/

■「献血」のこと知ってほしい
　血液には有効期間があり、長い間保存することはできず、人工的に造ることもできません。輸
血用の血液は、献血に頼るしか方法がなく、皆さまのご協力が必要です。
　◆献血の種類◆　　
　＜400ミリリットル・200ミリリットル献血（全血献血）＞
　　全血献血は、血液中の全ての成分を献血していただく方法です。
　＜成分献血＞
　�　成分採血装置を使用して血小板や血しょうといった特定の成分だけを採血し、体内で回復に
時間のかかる赤血球は再び体内に戻す方法です。成分献血は、献血者の身体への負担も軽く、
多くの血しょうや血小板を献血していただける特長があります。
　◆400ミリリットル献血と成分献血をお願いする理由◆
　�　人間の血液は、血液型が同じでも微妙に異なっています。輸血量が同じであれば、少ない献
血者からの血液を輸血したほうが、血液を介する感染の危険性も少なく、輸血をうける方の体
への負担が軽いことがわかっています。よって、400ミリリットル献血や、一度に多くの血小
板製剤や血しょう製剤を作ることができる成分献血への協力をお願いしています。

～輸血時の安全性を高める400ミリリットル・成分献血にご協力を！～

　◆献血の前に◆
　�　献血される方、輸血をうける方の安全のため、解熱剤などを服薬中の方や海外から帰国（入国）
して4週間以内の方など、献血をご遠慮いただく場合があります。また、献血後には水分補給
や休憩を取ることや、献血直後のスポーツ・喫煙・飲酒等は控えることなど注意点もあります。
詳細は東京都赤十字血液センターのホームページをご覧ください。
　《注意：HIV検査を目的とした献血はできません》
　◆献血しよう！◆
　�　都内14か所の献血ルームで受け付けています。また、主要駅前等では、献血バスにより献
血を行っています。実施日時、場所等の詳細は、東京都赤十字血液センターのホームページを
ご覧ください。
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リレー・フォー・ライフ・ジャパン2016駒沢オリンピック公園を開催します！

『第10回きずなづくり大賞2016』作文募集！

　9月3日(土)から4日(日)、駒沢オリンピック公園にて、都民の皆さんやがん患者の方・ご家族の方々がチー
ムを作って、会場を交代で24時間歩きながら、がん予防・がん征圧・がん患者支援をテーマとするチャリティー
ウォーキングイベントを開催します。
　会場では、音楽やトークショー、パフォーマンスなどのステージイベント、セレモニーも行われます。また、ブー
スでは、ゲームなどで遊びながら、がんについて学ぶことができます。皆さんも楽しみながら、がんについて学
んでみませんか。
　実行委員会顧問であるアグネス・チャンさんも参加されます。ぜひお立ち寄りください。

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4363　FAX 03-5388-1427

■日時：9月3日(土)12時から4日(日)12時まで
■場所：駒沢オリンピック公園・中央広場
■お問い合わせ先：
　リレー・フォー・ライフ・ジャパン 東京中央実行委員会
　TEL 03-6903-6088　 HP http://relayforlife.jp/tokyo-ueno/

イベントについて

　東京都社会福祉協議会では、地域や家族の多様な「つながり」をひろげるため、以下の事業を実施します（後援：
東京都）。
募集内容

　大都会東京において、地域の中で、課題等を抱える人と社会がつながる多様な活動がクローズアップされてき
ています。その体験や提案などを2,000 ～ 3,000字程度の作文や活動レポートとして募集します。
応募資格 　以下のいずれかにあてはまる方（応募は1人1作品）。

　◦小学生以上で東京都内に在住、在勤または在学の方
　◦都内のボランティア団体やNPO法人で活動している方
募集締切日 　平成28年9月30日（金）必着
賞状および賞金

　◦東京都知事賞………………………………………… 1編　賞状・賞金20万円
　◦東京新聞賞…………………………………………… 1編　賞状・賞金10万円
　◦東京都社会福祉協議会会長賞……………………… 2編　賞状・賞金5万円
　◦運営委員会委員長賞（青少年特別賞１編含む） … 6編程度　賞状・記念品（ギフト券）
　※小中学生の賞金は図書カードとなります。
発　　表 　平成29年1月

　 　東京新聞（予定）、「きずなづくり大賞」専用ホームページに掲載するとともに、入賞者には郵送でご連絡い
たします。平成29年3月には表彰式を行い、作品は「入選集」として広く都民や関係団体等へ広報いたします。
問 （＊応募方法等の詳細は HP  へ）

　　社会福祉法人 東京都社会福祉協議会　東京ボランティア・市民活動センター
　　「きずなづくり大賞」事務局（小野・渡辺）

　　〒162-0823　東京都新宿区神楽河岸1-1　飯田橋セントラルプラザ10F
　　TEL 03-3235-1171　FAX 03-3235-0050　 E-mail kizunazukuri@tvac.or.jp
　　専用ホームページ　 HP http://kizunazukuri.net/
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未成年者喫煙防止ポスターコンクールの募集

「ハローワーク木場　ハートフルワークコーナー」新規OPENのお知らせ
　東京労働局は、少子高齢化の進展を背景に、介護などの福祉分野の人材のニーズが高まっていることか
ら、介護・医療・保育関係の仕事を希望するみなさまを専門的にサポートする「ハートフルワークコーナー」
を都内５カ所（渋谷・池袋・足立・八王子・立川）に加え、新たにハローワーク木場（木場公共職業安定所）
に開設いたします。

たばこによる健康影響について、児童・生徒が正しい知識を身に付け、
自ら考え、家族や友人と話し合っていただくことを目的として、都内の
小中学生・高校生を対象に、ポスターを募集します。
【テーマ】
①たばこを吸わない決意
②たばこを吸わないでいようとの友達への呼びかけ
③誘われてもたばこを断る勇気を持つ大切さ
のいずれかを題材とし、未成年者がたばこを吸うことによる身体への影
響について調べて、参考にした上で作品を描いてください。
【対象】	
　都内在住・在学の小学4年生から高校生まで。
【規格】
　B3程度のサイズ（原則としてB4以上、四つ切まで）用紙を縦に使用。
彩色・画材については自由。
【応募】
　9月16日（金）（消印有効）までに、作品の裏に氏名（ふりがな）・住所・電話・学校名・学年を記入して、
折らずに〒163-8001新宿区西新宿2丁目8番1号福祉保健局保健政策部健康推進課「ポスター担当」へ。
詳細は HP http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/kitsuen/miseinenbousi/

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4356　FAX 03-5388-1427

問 東京労働局職業安定部職業安定課　TEL 03-3512-1656　FAX 03-3512-1565

開設場所　　
　ハローワーク木場（江東区木場2-13-19）　TEL 03-3643-8627
開設日
　7月19日（火）
対象者
　・福祉分野の就職を希望している方
　・経験・資格はないが、福祉の仕事に関心がある方
　・福祉の仕事にブランクがあるが再就職したい方などです。
主なサービスメニュー
　・担当制による予約相談
　・求人情報の提供
　・福祉の仕事に関するセミナー
　・各種相談・面接会の開催
　・ツアー型面接会（実際に施設を見学し、その後面接も受けることができるセット型の面接会）

〈平成27年度高校生の部最優秀作品〉
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▪東京都職員Ⅱ類（福祉職）の募集　～児童、障害児（者）支援の最前線で共に働きませんか？～
試験日　１次選考　9月11日（日）　２次選考　10月16日（日）
受験資格　�保育士、社会福祉士、介護福祉士、児童指導員、児童生活支援員、児童自立支援専門員等

のいずれかの資格取得又は取得見込で、平成29年4月1日現在、20歳以上36歳未満の方。
採用予定日　平成29年4月1日（土）（原則）
人　員　16人（予定）
勤務先　児童自立支援施設、児童相談所一時保護所、北療育医療センター、府中療育センター
申込み　8月24日（水）まで（郵送は8月19日（金）消印有効）
　　　　詳細は、下記問合せ先に連絡いただくか、 HP をご覧ください。
問 福祉保健局総務部職員課　TEL 03-5320-4023　FAX 03-5388-1400
HP �福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒組織・業務案内⇒総務部⇒職員課⇒職員課からのお知らせ
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/oshirase/fukushiboshu.html

▪東京都福祉保健局福祉職（Ⅱ類）業務説明会の開催
　東京都職員Ⅱ類（福祉職）の募集にあたり、福祉保健局内の配属予定先（児童自立支援施設、児童相
談所一時保護所、北療育医療センター、府中療育センター）における業務内容について理解を深めて
いただくために、業務説明会を開催します。当日は個別相談会も実施します。興味・関心をお持ちの
方は、お気軽にご参加ください。
日　時　７月31日（日）10時から16時（９時30分受付開始）
会　場　東京都第一本庁舎25階
内　容　各職場の業務紹介、先輩職員からのメッセージ、個別相談等
申込み　７月25日（月）必着　 Eメール又は FAXでお申し込みください。
　　　　詳細は、下記問合せ先に連絡いただくか、 HP をご覧ください。
問 福祉保健局総務部職員課　TEL 03-5320-4023　FAX 03-5388-1400
Eメール S0000191@section.metro.tokyo.jp
HP �福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒組織・業務案内⇒総務部⇒職員課⇒職員課からのお知らせ
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/oshirase/fukushisetsumeikai.html

▪訪問看護は素敵！トーク＆相談会
対　象　看護の有資格者、看護学生
日　時　８月６日（土）13時30分から16時まで
会　場　�公益社団法人東京都看護協会（新宿区筑土八幡町4-17）最寄駅：JR・東京メトロ・大江戸線「飯田橋駅」
定　員　200人
内　容　�特別対談「夢をもって地域包括ケアを実現しよう～地域で、自分らしく最期まで～」　
　　　　宇都宮　宏子（在宅ケア移行支援研究所代表）×井上　多鶴子（板橋区医師会在宅医療センター）
　　　　�現役訪問看護師達によるリレートークと質問交流、訪問看護の仕事の魅力・実際、ワーク・

ライフ・バランスなど、率直な質問にお答えします。
申込み　8月1日（月）までに東京都看護協会 HP 又は FAXにてお申込みください。
HP 東京都看護協会トップページ⇒在宅療養支援（訪問看護）http://www.tna.or.jp/
問 東京都看護協会　TEL 03-5229-1281　FAX 03-5229-1524
　　福祉保健局高齢社会対策部介護保険課　TEL 03-5320-4267　FAX 03-5388-1395

▪都医学研都民講座「高齢者のてんかんと認知症」
日　時　９月15日（木）14時30分から16時まで
会　場　一橋講堂（千代田区一ツ橋2-1-2学術総合センター２階）
講　師　�島田　忠之（東京都医学総合研究所�研究員）、渡辺　雅子（新宿神経クリニック�院長）、
　　　　塩崎　一昌（横浜市総合保健医療センター　地域精神保健部長）

定　員　抽選で500人。入場無料。
申込み　�８月29日（月）（消印）までに往復はがきに講座名・人数（２人まで）・住所・

氏名（ふりがな）・電話を書き、〒156-8506　東京都世田谷区上北沢2-1-6（公
財）東京都医学総合研究所普及広報係へ

問 公益財団法人東京都医学総合研究所　TEL 03-5316-3109　FAX 03-5316-3150

お知らせ
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▪東京都職員Ⅰ類Ｂ「保健師」の募集　～昨年度から年齢要件が40歳未満になりました～
試験日　１次試験　９月11日（日）　２次試験　10月15日（土）・16日（日）
資　格　保健師免許取得か免許取得見込みで昭和52年４月２日～平成７年４月１日生まれの方
採用予定日　平成29年４月１日（土）（原則）
人　員　９人
勤務先　多摩及び島しょ地域の保健所等
申込み　８月26日（金）まで（郵送は８月24日（水）消印有効）
　　　　詳細は、下記問合せ先に連絡いただくか、 HP をご覧ください。
問 福祉保健局総務部職員課　TEL 03-5320-4023　FAX 03-5388-1400
HP 福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒職員募集⇒福祉保健局採用職種一覧
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/shokuin/s_shoku/index.html

▪東京都保健師業務説明会の開催
　東京都の保健師活動について理解を深めていただくために、業務説明会を開催します。当日は個別
相談会も実施します。興味・関心をお持ちの方は、お気軽にご参加ください。
日　時　７月30日（土）13時30分から16時30分まで（13時受付開始）
会　場　都庁議会棟１階「都民ホール」
内　容　東京都の保健師活動紹介、先輩保健師からのメッセージ、個別相談会等
申込み　７月25日（月）17時必着　郵送又はメールで事前にお申し込みください。
　　　　詳細は、下記問合せ先に連絡いただくか、 HP をご覧ください。
問 東京都福祉保健局総務部職員課　TEL 03-5320-4023　FAX 03-5388-1400
Eメール S0000191@section.metro.tokyo.jp
HP �福祉保健局トップページ⇒福祉保健局について⇒組織・業務案内⇒総務部⇒職員課⇒職員課からのお知らせ
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/oshirase/index.html

▪人工肛門・人工膀胱保有者（オストメイト）講習会
題　名　「若いオストメイトの会（講演・体験発表・グループ討議）」
日　時　７月24日（日）13時30分から16時30分まで
会　場　東京都障害者福祉会館（港区芝5-18-2）
申込み　参加希望の方は、直接会場へお越しください。
問 日本オストミー協会東京都協議会　TEL 03-5272-3550
　　福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　FAX 03-5388-1413

◦東京都障害者スポーツセンター
開催名 開催日・時間 対象者 申込

総
　
合

はじめよう！
フライングディスク入門　※１

９月３日、10月15日、11月５日、平成29年１月７日、
３月18日の土曜日　13時15分～14時45分 障害児者 必要（申込期間

：7/23～8/13）
スポーツ祭　※２ ８月28日（日） どなたでも 不要みんなでボッチャ　※３ ８月11日（木・祝）、３月12日（日） 障害児者、家族等、地域住民

多
　
摩

重度障害者のプールのひろば　※４ 7月17日（日）　12時～ 13時 肢体不自由児者・介護者
不要レクリエーションスポーツ　※５

（インドアペタンク） 7月26日（火）　13時～ 14時30分 障害児者・介護者
リズムタイム※６ 7月30日（土）　12時～ 13時 障害児者・介護者、地域住民

※１　�これからフライングディスクを始めたい方を対象に、基礎から学びます。参加には事前の申し込みが必要になりますので、当センター
受付または HP にて掲載しております申込書にご記入の上、 FAX、郵送または直接ご来館にてお申し込みください。また、詳細は当
センター受付または HP にてご確認ください。

※２　�「知る」「見る」「触れる」をテーマとして開催します。障害のある人、ない人がともに障害者スポーツへの理解・関心を深め、
2020年東京大会の気運を醸成していきます。

※３　ボッチャのゲームを通じて、みんなで交流しながらスキルアップを目指します。
※４　波の少ない静かなプールで行います。自分に合った水中での運動を介護の方と一緒に見つけてみましょう！
※５　インドアペタンクに挑戦してみましょう！
※６　リズムに合わせて身体を動かします。あなたは何曲マスターできるかな？
問 東京都障害者総合スポーツセンター
　　　TEL 03-3907-5631　FAX 03-3907-5613　 HP http://www.tokyo-mscd.com/
　　東京都多摩障害者スポーツセンター
　　　TEL 042-573-3811　FAX 042-574-8579　 HP http://www.tamaspo.com/
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  4日  肝炎市民公開講座「肝臓病の最新情報」
  7日  第12回アジア感染症対策プロジェクト会議（～9日）
  9日  ふれあいナースバンク就職相談会
  都医学研都民講座（第2回）「遺伝子と食のつくる脳」
13日  第1回東京都保健医療計画推進協議会
14日  感染症を媒介する蚊対策講習会
17日  ふれあいナースバンク就職相談会
18日  難病・重度障害者コミュニケーション支援講座
21日  東京都社会福祉審議会検討分科会（第2回）
  第1回東京都在宅療養推進会議
  犬や猫の譲渡事業PRイベント（～26日）
22日  ハンセン病普及啓発行事映画「あん」上映会

23日   第1回食の安全都民講座「どうして起こる？食中毒～食中
毒事例から食品の安全を考える～」

   健康企業宣言に関する協定締結式及び第1回健康企業宣言
東京推進協議会

24日  日本生命財団　目録贈呈式
26日  第1回福祉業界合同採用試験
  「6・26国際麻薬乱用撲滅デー」都民の集い
27日  東京都児童福祉審議会第7回専門部会（家庭的養護の推進）
28日  第1回健康食品による健康被害事例専門委員会
29日 「東京都福祉人材対策推進機構」設立総会
30日   海外渡航者や外国人患者を診療するための医療機関向け研

修会

６
月
の
動
き

海外旅行では感染症に気を付けましょう！

動物愛護相談センターが羽田空港から感謝状を授与されました

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

　夏休みシーズンは、多くの方々が海外に旅行する時期ですが、海外には、
まだ国内で発生が確認されていないものも含め、様々な感染症が存在して
おり、十分注意が必要です。
　都では、海外旅行における感染症の注意点などをコンパクトにまとめた
ガイドブックを配布していますので、出発前に是非入手いただき、感染症
予防に御活用ください。
入手方法
　都内のパスポートセンター４か所（有楽町、新宿、池袋、立川）において、
無償で配布しています。
　なお、都のホームページからも、自由にダウンロードできます。
HP �福祉保健局トップページ⇒医療・保健⇒感染症対策⇒「海外旅行者・
帰国者のための感染症予防ガイド」について

　　�http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/
　　kansen/yoboguide.html

　5月31日（火）、動物愛護相談センター城南島出張所に
おいて、国土交通省東京航空局東京国際空港（羽田空港）
鈴木昌智空港長から野川泰寛出張所長に感謝状が授与さ
れました。
　この感謝状は、5月11日（水）に空港内に現れ、飛行機
の運航スケジュールに影響を与えた4頭の犬の捕獲収容に
対する功績として動物愛護相談センターに送られたもの
です。
　収容した犬は都の譲渡事業に協力いただいている動物愛護団体を通じて4頭すべてが譲渡されました。

問 福祉保健局健康安全部感染症対策課　TEL 03-5320-4482　FAX 03-5388-1432

問 動物愛護相談センター城南島出張所　TEL 03-3790-0861

～「海外旅行者・帰国者のための感染症予防ガイド」で対策を～

感染症予防ガイド 検索
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