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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

福祉保健

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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福祉保健Web版

　東京都受動喫煙防止条例の制定や健康増進法の改正により、受動喫煙防止対策に
関する新たな制度が整備されました。
　2月22日（金）には、施設管理者を対象に、制度の説明や受動喫煙防止対策の効
果的な推進方法、取組事例などを紹介する説明会を開催しました。
　受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止し、たばこを吸う人も吸わない人も
誰もが快適に過ごせる街を実現するため、受動喫煙防止対策へのご理解とご協力をお願いします。

　説明会で配布した資料や受動喫煙防止対策に関する詳細は、福祉保健局 HP  「とうきょう健康ステーショ
ン」をご覧ください。

▪大学や病院などの屋外に喫煙場所を設置する場合、以下の基準を満たす必要があります。
　①禁煙場所と区画されている
　②喫煙可能な場所である旨を記した標識を掲示している
　③施設の利用者が通常立ち入らない場所である（例）建物の裏や屋上 
　※大学や病院などの屋内には喫煙室を設置できません。
▪事務所や飲食店などの屋内に喫煙室を設置する場合、以下の基準を満たす必要があります。
　① 喫煙室の出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上
　② たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁・天井などによって

区画されている
　③たばこの煙が屋外又は外部に排気されている
　※ 一定の要件を満たす飲食店が屋内全てを喫煙可とする場合は、②のみ

満たす必要があります。
　※ 上記①〜③のほか、施設管理者には喫煙室の運用に当たって遵守すべき事項があります。
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梅毒が流行っています！特 集

　近年、都内では梅毒患者が急増しています。梅毒は、症状が軽微又は全くない場合もあり、気付かない
間に病気が進行することがあるため、正確な知識を持って適切に予防・治療を行うことが重要です。

問 福祉保健局健康安全部感染症対策課　TEL 03-5320-4487　FAX 03-5388-1432

　東京都では、福祉保健局 HP  「東京都性感染症ナビ」で、梅毒の基礎知識や検査・相談機関の情報、梅毒
予防に向けた啓発動画・ポスター・リーフレット、梅毒について学べるe-ラーニングなどを掲載しています。
　また、様々な性感染症の情報も掲載していますので、ぜひご覧ください！
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikansensho/
啓発動画

　「梅毒の発生状況」、「梅毒の基礎知識」、「梅毒の予
防方法」、「梅毒発症時の対処方法」の４項目から分か
りやすく解説しています。
ポスター・リーフレット

　梅毒予防に向けたポスターやリーフレットなども紹
介しています。

梅毒を知っていますか？

「東京都性感染症ナビ」をご活用ください！

梅毒は検査を受けないと感染しているかどうかは分かりませんが、早期に治療すれば治る病気です。
気になることがあれば検査を受けましょう。また、パートナーも検査を受けることが大切です。

梅毒とは
　「梅毒トレポネーマ」という細菌に感染することで起こる感染症です。感染者との粘膜や皮膚の接触を伴
うセックス（オーラルを含む。）で感染します。
梅毒の症状

１か月程度たつと…　できもの、しこり、ただれなどが現れ、数週間で症状は消えます。
３か月程度たつと…　手のひらや足の裏など、全身に発疹が現れ、数週間から数か月で症状は消えます。
数年から数十年後…　無症状のまま進行し、心臓や血管、神経の異常が現れる恐れがあります。
　症状が出ないことや、症状が現れたり、自然に消えたりを繰り返すことがありますが、治療しないと病
気は進行します。また、症状や発症時期には個人差があります。
女性患者が増加しています

　梅毒患者のうち、男性は20代から40代で、女性は20代で多
くなっています。特に女性患者数は、2014年から2017年まで
で約６倍に増えています。
　妊娠中に梅毒に感染すると、お腹の赤ちゃんに感染してしまう
ことがあります。気になることがあれば主治医に相談しましょう。
匿名・無料で検査を受けることができます

　梅毒検査は、都内の保健所や検査室（南新宿検査・相談室、多
摩地域検査・相談室（3ページ参照））で、HIV検査と同時に匿名・
無料・保険証不要で受けることができます。
　また、お住まいの地域の保健所で相談できます。
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　東京都南新宿検査・相談室及び多摩地域検査・相談室では、
匿名・無料でHIV検査を実施しています。
　近年、新規のHIV感染者・エイズ患者には外国人も含まれ
ており、HIV感染の拡大を防止するためには、都内の外国人
にも検査を受けていただく必要があります。
　東京都では、HIVの検査・相談室を多くの外国人に利用し
ていただけるよう、外国人にも分かりやすい「やさしい日本
語」で、検査・相談室を紹介するホームページを公開しています。ぜひご覧ください！

問 福祉保健局健康安全部感染症対策課　TEL 03-5320-4487　FAX 03-5388-1432

HIVの検査・相談室を「やさしい日本語」で紹介しています

問 福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課
　　TEL 03-5320-4464　FAX 03-5388-1417
HP  http://www.worldautismawarenessday.jp/（世界自閉症啓発デー・日本実行委員会）

4月2日は「世界自閉症啓発デー」、4月2日から8日までは「発達障害啓発週間」
　毎年4月2日は、国連が定める「世界自閉症啓発デー」です。
　また、4月2日から8日までは、厚生労働省が定める「発達障害啓発週間」として、
日本各地で自閉症などの発達障害を啓発する活動が行われています。
　東京都では、自閉症などの発達障害のある方やご家族の相談支援などを行うととも
に、社会全体で理解が進むよう、普及啓発の一環として都庁第一本庁舎及び東京ゲー
トブリッジをブルーにライトアップします。
　ライトアップに使う青色は、癒しや希望などを表し
ています。名所旧跡でのライトアップの取組は、世界
各国で行われており、日本でも各地で実施される予定
です。

　自閉症は、発達障害の一つです。自閉症の方は、気持ち
を伝えることや、他人の言葉の意図を理解することが苦手
といった特性があります。
　自閉症の方が社会の中で生き生きと暮らすためには、そ
の行動や態度の意味を理解し、支援することが必要です。

自閉症を知っていますか？
◦都庁第一本庁舎
　4月2日（火）から8日（月）
　18時から23時まで
◦東京ゲートブリッジ
　4月2日（火）日没から24時まで

ライトアップの予定

◦東京都南新宿検査・相談室（通常検査）
所在地 　〒151-0053　渋谷区代々木2-7-8　東京南新宿ビル3階
　　　　 最寄り駅：JR各線「新宿駅」南口から徒歩３分
予約電話番号 　TEL 03-3377-0811
　　　　　　　�（平日15時30分から19時まで、土曜日及び日曜日13時から16時30分まで）
検査受付時間 　�平日15時30分から19時30分まで、土曜日及び日曜日13時から16時30分まで
HP  http://www.tmsks.jp/

◦東京都多摩地域検査・相談室（即日検査）
所在地 　〒190-0021　立川市羽衣町2-63　東京都立川保健衛生仮庁舎内
　　　　 最寄り駅：JR南武線「西国立駅」から徒歩9分
予約電話番号 　TEL 080-2022-3667（平日10時から16時まで）
検査受付時間 　予約制：土曜日10時から／先着順：土曜日13時から15時まで
HP  �http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/aids/kensa/tt_kensa.html
※�両検査・相談室ともに、HIV検査と併せて梅毒検査を実施します。また、祝日は検査を実施していません。

「やさしい日本語」で紹介しているページ
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　全ての赤ちゃんに「新生児聴覚検査」を安心して
受けていただくため、平成31年度から都内の区市
町村で検査費用の一部助成を開始します。

赤ちゃんの耳の聞こえについて心配なことがあったら…
　新生児聴覚検査や1歳6か月児健診、3歳児健診で「再検査しましょう」と言われたり、「うちの子
は育ちが遅いみたい」と思ったりした場合は、一人で悩まず、お住まいの区市町村の保健所・保健セ
ンターへ相談しましょう。
　たくさんの赤ちゃんを見守り、相談に乗ってきた保健師さんが、ご家族の心配を受けとめ、アドバ
イスしてくれます。
　また、「耳のきこえ」と「ことば」について、0歳の赤ちゃんから相談に乗ってくれる機関もあります。
　◦都立大塚ろう学校　「きこえとことば」相談支援センター乳幼児教育相談
　　TEL 03-3918-3347　FAX 03-3915-9844
　　※城南分教室、城東分教室、永福分教室もあります。
　◦都立立川ろう学校　乳幼児教育相談　TEL 042-523-1358　FAX 042-523-6421
　◦都立葛飾ろう学校　乳幼児教育相談　TEL 03-3606-0121　FAX 03-5697-0275

問 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　TEL 03-5320-4372　FAX 03-5388-1406
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/shussan/kenkou/baby_ear.html

「新生児聴覚検査」の費用助成を開始します

問 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　TEL 03-5320-4362　FAX 03-5388-1406
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/top.html

　東京都では、高額の治療費がかかる特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）について、経済的負担の軽
減を図るため、医療保険が適用されない治療費の一部を助成しています。
　平成30年度特定不妊治療費助成金は、3月31日（日）（消印有効）が申請期限です。平成30年12月末日
までの治療分は４月１日（月）以降受理できませんので、該当の方は申請書類を至急ご提出ください。
　ただし、平成31年１月から３月までに治療が終了したもので、期限までに申請書類が提出できない場
合は、４月１日（月）から６月30日（日）までの期間に限って申請できます。
　また、例年期限近くに申請が集中するため、申請書類の受理後、決定までに3か月程度かかります。

特定不妊治療費助成金の申請はお済みですか？

　生まれてすぐの赤ちゃんに聴覚障害の疑いがない
かを調べる検査のことです。赤ちゃんが眠っている
間にささやき程度の音を聞かせてその反応を見るも
ので、数分で行うことができ、痛みもありません。
　聴覚障害は、早期に適切な支援を開始すること
で、言葉の発達などへの影響を最小限に抑えられる
ため、検査を受けることをお勧めします。

「新生児聴覚検査」とは

平成31年4月1日以降に生まれた赤ちゃん

対象

　妊娠の届出時にお住まいの区市町村から配布され
る「新生児聴覚検査受診票」を持参の上、生後１か
月頃までに新生児聴覚検査実施医療機関で検査を受
けてください（受診票の有効期限：生後50日に達
する日まで）。
※�平成31年３月までに妊娠の届け出をした方は、
お住まいの区市町村へお問い合わせください。

必要手続
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　満70歳以上の都民の方（寝たきりの方を除く。）は、都内民営バス（22社）、都バス、都営地下鉄、日暮
里・舎人ライナー、都電、八丈町営バス、三宅村営バスを利用できる「東京都シルバーパス」を購入できます。
平成31年４月１日以降に購入する場合は、下記のとおり手続きしてください。
　ただし、現在購入できるシルバーパスの有効期限は平成31年（2019年）９
月30日（月）までです（この有効期限のシルバーパスを既にお持ちの方は手続
不要）。
対象者・費用・必要書類

対　象　者 費　用 必　要　書　類

①平成31年度住民税課税者（③を除く。） 10,255円
（※1）

◦本人確認書類　１点
（健康保険証、運転免許証など）

②平成31年度住民税非課税者 1,000円
◦本人確認書類　１点
（健康保険証、運転免許証など）
◦所得確認書類　1点（以下のいずれか1つ）
ア　「介護保険料納入（決定）通知書」
イ　「住民税（非）課税証明書」
ウ　「生活保護受給証明書（生活扶助）」

③平成31年度経過措置対象者（予定）
　（※2） 1,000円

※�1 �①の費用は、4月から9月までに購入した場合に限ります（10月から3月までに購入する場合は20,510円）。
※２ �平成31年度の住民税が「課税」であるが、平成30年の合計所得が125万円以下の方が対象です。

不動産譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合は、下記担当までお問い合わせください。

必要書類の詳細
ア　「介護保険料納入（決定）通知書」
※�再発行不可（紛失した場合は「イ」を
用意）・仮決定通知書の使用不可
　�平成31年度の書類が発行されるまでの
間は、平成30年度の書類で代用可能

（1）所得段階区分が「1」から「6」までのいずれかのもの
　ただし、品川区・目黒区・世田谷区・武蔵野市・昭島市・
福生市・あきる野市は「7」まで、八丈町は「9」までです。
（2）合計所得金額が125万円以下のもの
　「7」段階（品川区・世田谷区は「8」まで）の方でも、合
計所得金額が125万円以下の場合があります。
　ただし、次の区市町村にお住まいの方は、合計所得金額の
記載欄がないため、「平成31年度住民税（非）課税証明書」
が必要です。
　文京区・品川区・足立区・稲城市・西東京市・瑞穂町・檜
原村・島しょ（八丈町を除く。）

イ　「住民税（非）課税証明書」
※�平成31年度の書類が発行されるまでの
間は、平成30年度の書類で代用可能

平成31年1月1日に居住していた区市町村で発行したもの

ウ　「生活保護受給証明書（生活扶助）」 「生活扶助」を示す記載があるもの
　平成31年4月1日以降に発行されたものが必要です。

申込み
　必要書類を用意し、最寄りのバス営業所・都営地下鉄定期券発売所などの発行窓口へお申し込みくださ
い。満70歳になる月の初日から申し込むことができます。

問  一般社団法人東京バス協会　シルバーパス専用電話　TEL 03-5308-6950（平日９時から17時まで）
　　福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　TEL 03-5320-4275　FAX 03-5388-1395
　　※お住まいの区市町村へのお問合せはご遠慮ください。
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/shakai_shien/s_pass/hakkou.html

東京都シルバーパスを新規に購入する方へ（4月〜 9月用）
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問 精神保健福祉センター　TEL 03-3844-2210　FAX 03-3844-2213
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/sitaya/index.html

　精神保健福祉センターは、建替工事が終了したため、3月4日（月）
から新庁舎に移転しました。
移 転 先 　〒110-0004　台東区下谷1-1-3
交　　通 　�JR各線「上野駅」入谷口から徒歩10分
　　　　　　　　　「鶯谷駅」南口から徒歩10分
　　　　　 東京メトロ日比谷線「入谷駅」1・2番出口から徒歩5分
相談窓口 　こころの電話相談　TEL 03-3844-2212

精神保健福祉センターが移転しました

　1月17日（木）、第二次世界大戦末期の激戦地であり、2万人あまりの尊い命
が失われた硫黄島において、「東京都硫黄島戦没者追悼式」を執り行いました。
　東京都では、関係ご遺族とともに硫黄島で戦没された方々を慰霊し、平和を
願う都民の強い決意を表すことを目的として毎年追悼式を挙行しており、本年
で36回目の実施となります。
　「鎮魂の丘」慰霊碑前で行われた追悼式にはご遺族34名と関係者が参列し、
遺族代表の梅田光明さんが追悼のことばを述べたほか、参列者が慰霊碑に白い菊を捧げました。
　その後、島内の各地にある慰霊碑を回って献花し、戦没者のご冥福をお祈りしました。

問 福祉保健局生活福祉部計画課　TEL 03-5320-4076　FAX 03-5388-1403

「東京都硫黄島戦没者追悼式」を行いました
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駐車場はありません。

インターネット福祉保健モニターを募集しています！

　東京都では、福祉保健医療施策への建設的な意見を頂くため、インターネットを用いたモニター調査を
実施しています。ぜひご応募ください！
対　　象 　�都内在住・在勤の18歳以上の方で、ホームページの閲覧とメール機能を日本語で利用できる方
役　　割 　�年3回程度実施するインターネットによる福祉保健医療施策へのアン

ケート調査にご回答いただきます。
任　　期 　なし（年1回、継続意思を確認します。）
募集人数 　100名程度
募集期間 　通年
申 込 み 　福祉保健局� HP �からお申し込みください。
　　　　　 �記入事項：氏名、年齢、住所、メールアドレス、職業、「東京の福祉保健について考えること」�など
選考結果 　応募者本人にメールによりお知らせします。

～あなたの意見を福祉保健局にお寄せください～

問 福祉保健局総務部総務課　TEL 03-5320-4032　FAX 03-5388-1400
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/shisaku/monitor/bosyuu.html
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お知らせお知らせ
◦「音が聞こえづらいと思ったら―耳寄りな耳の話―」を開催
日　時　4月16日（火）13時30分から14時50分まで（開場12時30分）
会　場　板橋区立文化会館
内　容　�耳が遠くなる原因と対処法などについて講演します。
　　　　また、別会場にてポスター発表を行います（12時30分から16時まで）。
定　員　当日先着250名（申込不要）
問  東京都健康長寿医療センター広報普及係　TEL 03-3964-3241　FAX 03-3579-4776
HP  https://www.tmghig.jp/research/lecture/other/

◦「盲ろう者向け通訳・介助者養成講習会」の受講者募集
対　象　講習会修了後、都内在住の盲ろう者に通訳・介助活動ができる方（定員40名）
期　間　５月12日（日）から７月７日（日）まで（必修科目は全７日間）
会　場　東京都障害者福祉会館�ほか　　　　内　容　通訳・介助技術の実習�など
受講料　一般10,000円・学生5,000円（別途テキスト代400円必要）
申込み　4月15日（月）（必着）までに、申込書を郵送、FAX 又は� HP �により東京盲ろう者友の会へ
問  東京盲ろう者友の会　〒111-0053　台東区浅草橋1-32-6　コスモス浅草橋酒井ビル2階
　　TEL 03-3864-7003　FAX 03-3864-7004　Eメール tokyo-db@tokyo-db.or.jp
　　福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　FAX 03-5388-1413
HP  http://www.tokyo-db.or.jp/

◦「聞こえに不自由している方のための読話講習会」の受講者募集
対　象　都内在住で身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の中途失聴者・難聴者（定員20名）
期　間　6月3日（月）から2020年3月2日（月）までの月曜日18時30分から20時30分まで（全30回）
会　場　東京聴覚障害者福祉事業協会　会議室（第3ヒカリビル6階）
申込み　�5月17日（金）（消印有効）までに、郵送（ HP �から申込書を入手）により東京手話通訳等派遣センターへ
問  東京手話通訳等派遣センター
　　〒160-0022　新宿区新宿2-15-27　第3ヒカリビル5階
　　TEL 03-3352-3359　FAX 03-3354-6868
　　福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　FAX 03-5388-1413
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/koza/dokuwakousyuukai.html

◦「点訳・朗読奉仕員指導者養成講習会」の受講者募集
対　象　点訳又は朗読（音訳）の知識と経験があり、受講後、都内で活動できる方（課題試験あり）
期　間　�7月3日（水）から2020年2月12日（水）14時から16時まで（点訳は原則火曜日・朗読は原則水曜日）
定　員　点訳30名・朗読20名
申込み　6月3日（月）（必着）までに、郵送により日本盲人会連合点字図書館へ
　　　　（申込書は、4月25日（木）から5月27日（月）（必着）までに、郵送により同館へ請求）
問  日本盲人会連合点字図書館
　　〒169-8664　新宿区西早稲田2-18-2　TEL 03-3200-6160　FAX 03-3200-7755
　　福祉保健局障害者施策推進部計画課　TEL 03-5320-4147　FAX 03-5388-1413
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/koza/tenyakusidousha.html

◦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 申込み

総
合
自分を知ろう！体力測定　※１ 3月25日（月）13時～ 14時 障害者 不要
にこにこ水中運動　※２ 3月25日（月）10時15分～ 10時50分 障害児者・介護者 不要

多
摩
レッツ☆HIP�HOP　※３ 3月24日（日）12時～13時 障害児者・介護者・

地域住民 不要
リフレッシュ健康体操ヨガ　※４ 3月28日（木）13時～14時 障害児者・介護者 不要

※１� �自分の体力を知るチャンス！！今後ロコモティブシンドローム（「立つ・歩く」などの行動の低下）にならないように身体づく
りを行いましょう。

※２� �水の力を利用した体操の「アクアビクス」や浮き具を利用した「ヌードルビクス」を行います。ウォーキングでは、水中を自
由自在に歩行します。

※３� 身体を動かすことが好きなあなた！ヒップホップに挑戦してみましょう！
※４� �特別な道具を使用しなくても簡単にできる大注目のヨガ！ゆったりとした雰囲気の中で自分と向き合い、心も身体も健康にな

りましょう！
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://tsad-portal.com
　　東京都多摩障害者スポーツセンター
　　TEL 042-440-2238　FAX 042-485-8544　 HP http://tsad-portal.com
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骨髄バンクへのドナー登録にご協力をお願いします！
　白血病や再生不良性貧血など
の治療には、骨髄移植や末梢血
幹細胞移植が必要であり、現在
2,000人以上が骨髄バンクでの
移植を望んでいます。
　骨髄バンクにドナー登録し
ている人は、現在約49万人で
すが、移植に至るのは年間約
1,200件に留まります。
　一人でも多くの患者さんを救
うため、皆さんのご理解とご協
力をお願いします。

問  福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4506　FAX 03-5388-1437
HP  http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/k_isyoku/onegai.html

問 福祉保健局健康安全部薬務課　TEL 03-5320-4512　FAX 03-5388-1434

都民の皆さんへ
　医師の診断や薬剤師などによる服薬指導を受けることなく、自己判断で安易に医薬品を使用するこ
とは大変危険です。SNSやフリマサイトなどでの医薬品販売は違法行為であり、偽造品が出品されて
いる恐れもあります。
　SNSやフリマサイトなどで医薬品を購入することは絶対に止めてください！

医療機関・薬局・医薬品卸売販売業の皆さんへ
　SNSやフリマサイトなどで医薬品を販売している者の中には、頻回に出品したり、「在庫たくさんあ
ります」と広告したりするなど、一定量の医薬品を保有している疑いが高い事例もあります。
　医薬品の不正流通の防止に向けて、引き続き適正な保管管理の徹底をお願いします。

SNSやフリマサイトを介した医薬品の購入は危険です！
　近年、SNSで向精神薬や国内未承認の緊急避妊薬などの購入希望者を募り、フリー
マーケットサイトへ誘導した上で偽装して出品し、販売する例が散見されます。未承認
医薬品などの広告を行ったり、許可なく販売したりすることは法律で禁じられています。
　東京都では、フリマサイト運営企業と連携して医薬品の不適切な売買への対策を講
じるとともに、Twitter Japan株式会社と連携して監視指導を強化しています。

◦骨髄バンクってなに？
　血液の病気（白血病など）で正常な血液を造れ
ずに苦しんでいる患者さんに、健康なドナーから
採取した造血幹細胞を提供する仕組みです。
◦誰が骨髄ドナーになれるの？
　◦18歳から54歳までの健康な方
　◦ 体重が、男性45kg以上、女性40kg以上の方
　◦ 骨髄提供などの内容を十分に理解している方
　※ほかにも細かな条件があります。
◦どこでドナー登録できるの？
　都内の献血ルームで登録できます。

  １日 第24回東京都障害者就労支援協議会
  ２日 保育士就職支援セミナー（～３日）
  子供の心を考える都民フォーラム
  4日 第2回東京都医療安全推進協議会
  第67回東京都社会福祉大会
  5日 東京都へき地医療対策協議会
  第14回東京都子供・子育て会議
  東京都障害者差別解消支援地域協議会
  ６日 第66回東京都社会福祉審議会　総会
  9日 保育士就職支援セミナー（～11日）
10日 第30回腎臓病を考える都民の集い
11日 福祉の仕事就職フォーラムin立川
12日 第2回東京都食品安全情報評価委員会

15日 第８回都医学研都民講座「緑内障から目を守るために」
  東京都アレルギー疾患対策検討委員会
18日 東京都児童福祉審議会　第１回専門部会
19日 東京都母子保健運営協議会
20日 東京都エイズ専門家会議
22日 受動喫煙防止対策に関する施設管理者向け説明会
  第2回自殺総合対策東京会議
  第2回東京都食品安全審議会
27日   東京都地方独立行政法人評価委員会　第3回高齢者医療・

研究分科会
  第70回結核予防全国大会（～28日）
28日 第2回東京DMAT運営協議会
  第10回東京都死因究明推進協議会

２
月
の
動
き


	01月刊福祉保健3月号
	02月刊福祉保健3月号
	03月刊福祉保健3月号
	04月刊福祉保健3月号
	05月刊福祉保健3月号
	06月刊福祉保健3月号
	07月刊福祉保健3月号
	08月刊福祉保健3月号

