
福祉保健WEB版

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、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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利用方法　　聴覚障害者が自身のスマートフォンやタブレットに専用のアプリをインストールし、医療機
　　　　　　関での受診等の際に、　テレビ電話機能を利用して遠隔で手話通訳者と繋がることが可能。

申 込 先　　新型コロナ外来の受診前に、お住まいの区市町村相談窓口（手話通訳派遣窓口）へ

対 象 者　　都内にお住まいの聴覚障害のある方で、新型コロナウイルスの感染が疑われ、「新型コロナ外
　　　　　　来（帰国者・接触者外来）」　の受診が必要な方

　新型コロナウイルスとの長い戦いを見据え、暮らしや働く場での感染拡大を防止する習慣＝「新しい日常」を、一人
一人が実践していきましょう。

■新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
〇　感染症の予防に関すること、心配な症状が出た時の対応など
新型コロナコールセンター
　 0570-550571（ナビダイヤル）
9 時から 22時まで、土曜日・日曜日・祝日も受け付け
英語・中国語・韓国語での相談にも対応

〇　「息苦しさ」「強いだるさ」「高熱」等の強い症状がある方や比較的軽い風邪の
　症状が続いている方
〇　高齢・基礎疾患がある・妊婦の方は比較的軽い風邪の症状がある場合
新型コロナ受診相談窓口
<平日 ( 日中 )>最寄りの保健所の相談センターへ
<平日 (17 時から翌朝 9時まで )・土曜日日曜日祝日 (終日 )>
　 03-5320-4592

TEL

TEL

買い物
●　少人数・短時間で済ませよう
● レジで並ぶ時は間隔を空けよう
●　通販やキャッシュレスを活用しよう

娯楽・スポーツ等
●　オンラインを活用し楽しもう
●　公園は空いている時間、場所を選ぼう

食事
●　お箸やお皿の共有を避ける、座り方を工夫するなど、
　新しい食事マナーを実践しよう
●　テイクアウトやデリバリーを利用しよう

働き方
●　テレワークや時差出勤を積極的に行おう
●　オンライン会議やはんこレスを進めよう
● ついたてや換気、消毒など、職場に応じた工夫をしよう

公共交通機関
●　混んでいる時間帯を避けよう
●　徒歩や自転車を利用しよう

手洗いの徹底・マスクの着用 人との距離を保とう 「3つの密」を避けて行動

検査・医療等の体制整備
　今後予想される「第 2波」に備え、検査体制の拡充、症状に応じた医療体制の確保等に取り組んでいます。

密閉空間
密集する場所
密接した会話

問 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター　TEL 03-5388-0567

＜「検査体制」について＞問 福祉保健局健康安全部感染症対策課　TEL 03-5320-4483
＜「医療体制」について＞問 福祉保健局健康安全部感染症対策課　TEL 03-5320-4347
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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

▶検査体制を拡充
　感染の疑いがある患者から検体採取を行う新型コロナ外来や 
PCR センター設置のための支援を行い、都内全域の検査体制を拡
充します。また、民間検査機関等へ検査機器の導入支援等により、都
内全体での検査処理能力の向上を図ります。 

▶検査費の全額公費負担 
　保険適用による PCR 
検査、抗原検査の自己負担
分を全額公費で負担しま
す。 

▶病床を確保 
　感染拡大の状況に応じ
て病床を速やかに確保で
きるよう、病床確保のレ
ベルを３段階に設定し、
病床を確保していく体制
を整えます（最大 4,000 
床、うち重症 700 床）。



問 福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4506　  FAX 03-5388-1437
東京都赤十字血液センター HP  https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tokyo/

夏の献血キャンペーン「愛の血液助け合い運動」
～行ってみよう　少しの勇気で　救える命～

献血への継続的なご理解・ご協力をお願いします

　7 月を「愛の血液助け合い運動」実施月間とし、都民の皆さまに向けて献血へのご協力をお願いしています。
　血液は人工的に造ることができず、長期間保存することもできないため、献血によって継続的に血液を確保
する必要があります。
　病気やけがで輸血を必要とする方々へ、安定的に血液を届けるために皆さまのご理解・ご協力をよろしくお
願いいたします。

　都内 13 カ所の献血ルームと、不定期に稼働し
ている献血バスで受け付けています。
　都内の献血ルーム受付時間および献血バス運行
情報、ウェブ会員予約サイト「ラブラッド」は東
京都赤十字血液センター HP をご覧ください。
　全ての献血ルームと一部の移動献血会場で予約
可能です。
　また、各会場では新型コロナ感染症対策を行っ
ています。最新の情報は、同 HP をご覧ください。

　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方が、血液を介する感染の
危険性も少なく、輸血を受ける方の身体への負担
が軽いことが分かっています。

　献血には、下記の種類があり、種類によって採血
量が異なります。
　また、献血する方と輸血を受ける方の健康を守る
ため、さまざまな基準や制限が設けられています。

＜ 400 ｍ L・200 ｍ L 献血（全血献血）＞
　血液中の全ての成分を採血する方法です。

＜成分献血＞
　成分採血装置を使用して特定の成分（血小板や血
しょう）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、多くの血小板や血しょ
うを採血できる特長があります。

※　採血にかかる時間は、全血献血は 10 分から 15 分程
度、成分献血は 40 分から 90 分程度です。献血後は、
休憩場所で十分に水分をとり、しばらく休憩していた
だきます。

◆献血の前に◆　
　献血する方や、輸血を受ける方の安全のため、
服薬中の方や海外から帰国（入国）して４週間以
内の方などには、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、
献血直後のスポーツ・喫煙・飲酒等は控えること
などの注意点もあります。
　詳細は、東京都赤十字血液センター HP をご覧く
ださい。

《※ＨＩＶ検査を目的とした献血は行えません》
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献血には、どんな種類があるの？　　 輸血時の安全性を高める
400mL・成分献血にご協力を！
　

どこで献血できるの？



新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療の有効期間延長措置について

　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、治療の観点からは急を要さない診断書等の取得のみを目的
とした受診を回避するため、児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第 92 号）
等により、以下の公費負担医療について受給者証等の有効期間が延長されました。

　対象者　令和 2 年 3 月 1 日から令和 3 年 2 月 28 日までの間に有効期間が満了する方

　有効期間の延長　現に交付されている受給者証等の有効期間満了日から１年
　　　　　　　　　特定疾患（スモン等）のうち、有効期間が６カ月のマル都医療券は６カ月

　受給者証等の取り扱い　順次期間延長した受給者証等を発送していますが、有効期間満了後も、現に　
　　　　　　　　　　　交付されている受給者証等を引き続きお使いいただけます。

●　小児慢性特定疾病医療費
問  福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　TEL 03-5320-4375　  FAX 03-5388-1406
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/syoman/shingatacorona.html
●　自立支援医療（育成医療）
問  福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　TEL 03-5320-4375　  FAX 03-5388-1406
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/iku_iryou.html
●　自立支援医療（更生医療）
問  福祉保健局障害者施策推進部施設サービス支援課　TEL 03-5320-4146　  FAX 03-5388-1407
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/kouseioshirase.html
●　自立支援医療（精神通院医療）
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 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/tsuuin/oshirase.html
●　難病、特定疾患（スモン等）、特殊医療（先天性血液凝固因子欠乏症等、人工透析）
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4471　  FAX 03-5388-1437
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/nanbyo/portal/seido/stopcovid19encho.html
●　Ｂ型ウイルス肝炎（核酸アナログ製剤治療）、肝がん・重度肝硬変
問  福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4476　  FAX 03-5388-1437
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/josei/kanen/kanen_iryouken_kikanenchou.html（肝炎）
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/kanen_senryaku/kangan_iryouken_kikanenchou.html
　　（肝がん・重度肝硬変）

蚊の季節です‼ 『感染症を媒介する蚊対策講習会』の講義動画を配信中

　デング熱など蚊が媒介する感染症の発生を未然に防止するためには、日頃から蚊の発生を抑制するとと
もに、蚊に刺されないようにすることが大切です。蚊の生態や対策等について、講義動画を配信しています。
HP http://www.tokyo-eiken.go.jp/kj_kankyo/mosq_kousyuukai/

【内容】 「蚊が媒介する感染症」 　
  講師：忽那 賢志 氏（国立研究開発法人　国立国際医療研究センター病院）
 「蚊の防除」　
  講師：足立 雅也氏（日本防疫殺虫剤協会）
 「蚊の生態」　
  資料作成：沢辺 京子氏（国立感染症研究所）

 ＜内容について＞　問 東京都健康安全研究センター環境情報担当　TEL 03-3363-3487（直通）　

3福祉保健 7月号

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/kanen_senryaku/kangan_iryouken_kikanenchou.html


夏休みの自宅学習に！　食の安全こども調査隊　参加者募集！

　東京都健康安全研究センターでは、食の安全について、小学生が楽しみながら学
べるよう、例年夏休みの時期に、食に関する施設の「調査」や簡単な実験などを行
う「食の安全こども調査隊」を実施しています。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、集合形式ではなく、食中
毒予防に関する学習資材を用いた自宅学習形式で実施します。
１　調査（学習）内容
　食中毒予防の３原則「つけない」「ふやさない」「やっつける」について、ご家庭
での実験や調理を通じて理解を深めていただく内容です。

〇「つけない」…手形培地で手洗い前後の手の菌を視覚的に確認！
〇「ふやさない」…温度計で冷蔵庫内の温度、買い物帰りの冷蔵品の温度を確認！
〇「やっつける」…手作りハンバーグなどの加熱時間と肉や肉汁の色の変化を確認！

※内容は一部変更になる可能性があります。
２　学習資材の内容
　テキストやまとめ用ノート、実験用資材など（食品は含みません。）をお送りします。
　また、学習後、まとめ用ノートの写しをご送付いただいた参加者全員に、修了証と記念品をお送りします。
３　学習資材送付時期
　８月上旬
４　対象者・定員
　都内在住の小学生（４年生から６年生）・50 名
５　申し込み方法
　以下のいずれかの方法で、お申し込みください。申し込みの締め切りは、７月 31 日（金曜日）まで（はがき
の場合は消印有効）です。定員を超えるお申し込みがあった場合は、抽選を行います。抽選の結果は、８月上旬
にお知らせいたします。
・電子申請（以下の HP をご確認ください。）

HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/forum/tyousatai/r2tyousatai.html
・往復はがき
　〔往信 ( 表面 )〕〒 169-0073 新宿区百人町３－ 24 －１
　　　　　　　　東京都健康安全研究センター食品医薬品情報担当　宛
　〔往信 ( 裏面 )〕①食の安全こども調査隊へ参加希望、②住所、③お子様の氏名・ふりがな、
　　　　　　　　④お子様の学年、⑤保護者の電話番号、⑥保護者の電子メールアドレス
　〔返信 ( 表面 )〕住所および保護者の氏名
　〔返信 ( 裏面 )〕白紙のままご郵送ください。

　　　　問 健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課 　TEL 03-3363-3472  FAX 03-5386-7427

HP はこちらから
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「犯罪お悩みなんでも相談」のご案内

　東京都は、「犯罪お悩みなんでも相談」窓口を設置し、万引きなどの犯罪行為をしてしまうご本人やそのご家族、
関係者の方などを対象に電話相談を受け付けています。
　社会福祉士や精神保健福祉士が、お話を丁寧にお聴きすることで、ご本人の状況や生活環境等を的確に把握し、
適切な支援機関や団体の紹介などを行います。

TEL 03-6907-0511
受 付 期 間 10 月 31 日（土曜日）まで
受付日・時間 火曜日から土曜日まで（祝日を除く。） 
  　 ９時から 17 時まで
対           象 都内在住で万引きなどの犯罪行為をしてしまうご本人、そのご家族または関係者の方など
費           用  無料　※ 利用に伴う電話代や交通費は相談者負担です。
そ の 他  秘密は厳守いたします。　※ニックネームや匿名での相談が可能です。 
　　　　　　　来所相談も可能です。　　 

問 都民安全推進本部総合推進部都民安全推進課  TEL 03-5388-2265



　保育や子育て支援分野の仕事に携わりたいと思っている皆さん、保育や子育ての現場があなたの育児経
験や知識を求めています。特別な資格がなくても大丈夫。子供たちへの思いや育児経験を仕事にできる、「子
育て支援員研修」を受講してみませんか。
対象者　都内在住か、都内で保育や子育て支援分野に在勤している方で、地域の保育所や利用者支援事業、
　　　放課後児童クラブ、児童養護施設等の仕事に携わることを希望する方
研修内容・開催回数　「基本研修」を受講後、「専門研修」を受講。講義・演習など。

地域保育コース／８日間（全 14 クラス）、地域子育て支援コース／３日または５日間
（５クラス）、放課後児童コース／４日間（３クラス）、社会的養護コース／４日間（１
クラス）

開催時期　９月頃から順次実施  
研修場所　新宿・飯田橋・立川等
定　　員　各クラス 80 名程度
申し込み　７月１日から 15 日まで（必着）に所定の申込書（区市町村窓口か HP で入手可）を郵送（簡
　　　　易書留）で東京都福祉保健財団または、株式会社東京リーガルマインドへ。
※区市町村での申込書配布は７月１日（水曜日）からとなります。
※本研修では、各事業への就業のあっせん等は行いません。
※子育て支援員についての詳細は、下記サイトをご覧ください。

＜地域保育コースについて＞
問 東京都福祉保健財団　TEL 03-3344-8533　 HP  http://www.fukushizaidan.jp/111kosodateshien/
< 地域子育て支援コース・放課後児童コース・社会的養護コースについて >
問 株式会社東京リーガルマインド　TEL 03-5913-6225　 HP  https://public.lec-jp.com/kosodate-tokyo/
< その他研修全般に関することについて >
問 福祉保健局少子社会対策部計画課　TEL 03-5320-4121　  FAX 03-5388-1406
HP  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/katei/kosodateshieninkensyuu01.html

令和２年度東京都子育て支援員研修（第２期）の受講者募集！

東京都食品安全審議会の都民委員を募集します

　東京都では、食品の安全の確保に関する施策について調査審議するため、東京都食品安全審議会を設置
しています。この審議会は、学識経験者や消費者団体の代表、事業者のほか、都民からの公募委員で構成
されています。このたび、現委員の任期が満了となるため、以下のとおり公募委員を募集します。
募集人数　２人
任　　期　委嘱の日（令和２年 12 月予定）から２年間
応募資格　都内在住の満 20 歳以上の方（令和２年７月１日現在）で、平日に開催する年５回程度の会議

に出席できる方（現在、東京都の他の附属機関の委員となっている方および都職員を除く。）
応募方法　次の（１）および（２）の書類を併せて、応募先まで郵送または Eメール で送付してください。

Eメール で送付する場合には、Windows 対応の Word 文書（Microsoft Word）またはテキスト
文書を添付すること。なお、応募書類については返却しません。
（１）作文（1,000 字程度）

テーマ：応募動機と食の「安全」と「安心」には何が大切だと考えるか 
（２）①住所 ②氏名（ふりがな） ③年齢 ④性別 ⑤職業 ⑥電話番号 ⑦メールアドレス（ Eメール で

送付する場合のみ）を記入したもの（作文とは別の用紙に記入すること。） Eメール の場合には
件名に「東京都食品安全審議会都民委員応募」とお書きください。

応 募 先　〒 163-8001（住所不要）東京都福祉保健局健康安全部食品監視課
　　　　　 Eメール  S0000293@section.metro.tokyo.jp
応募締切　７月 14 日（火曜日）まで（消印有効）（ Eメール で送付する場合は、７月 14 日まで（必着））
選考方法　福祉保健局に設置する公募委員選考委員会で選考の上、決定します。選考は、書類
　　　　選考（一次）、面接（二次）により行い、結果は 11 月（予定）に本人へ通知します。

問 福祉保健局健康安全部食品監視課  TEL 03-5320-4401   FAX 03-5388-1431
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お知らせ

東京都職員Ⅰ類Ｂ「保健師」の募集　

試 験 日　１次試験　9 月 13 日（日曜日）
　　　　　２次試験　10 月 17 日（土曜日）・18 日（日曜日）
資　　格　保健師免許取得か免許取得見込みで、昭和 56 年 4 月 2 日から平成 11 年 4 月 1 日生まれの方
採用予定日　令和 3 年 4 月 1 日（原則）
採用予定者数　11 人
勤 務 先　多摩および島しょ地域の保健所等
申し込み　8 月 28 日（金曜日）まで（郵送は 8 月 26 日（水曜日）まで（消印有効））
　詳細は、下記問い合わせ先にご連絡いただくか、 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  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/bosyu_ichiran/　　　

　   shokuinboshu_hokenshi.html

東京都職員Ⅱ類（福祉）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 20 日（日曜日）　２次選考　10 月 25 日（日曜日）
受験資格　保育士、社会福祉士、児童指導員、児童生活支援員または児童自立支援専門員のいずれかの資格取得もし

くは、取得見込みで、昭和 60 年 4 月 2 日から平成 13 年 4 月 1 日生まれの方
採用予定日　令和 3 年 4 月 1 日（原則）
採用予定数　45 人
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、府中療育センター等
申し込み　9 月 2 日（水曜日）まで（郵送は 8 月 28 日（金曜日）まで（消印有効））
　詳細は、下記問い合わ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  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/bosyu_ichiran/

　   fukushiboshu.html

日　　時　8 月 19 日（水曜日）から 23 日（日曜日）まで
　　　　10 時から 18 時まで（19 日は 11 時から、23 日は 14 時まで）
場　　所　東京芸術劇場ギャラリー
内　　容　国外・国内の障害者の絵画・書の入選作品を展示
　また、2020 パラアートシンポジウムを 8 月 19 日（水曜日）14 時から、豊島区議会本会議場（豊島区役所 8 階）
で開催予定

問 日本チャリティ協会パラアート TOKYO 実行委員会事務局
TEL 03-3341-0803　  FAX 03-3359-7964　 Eメール info@paraart.jp

2020 パラアート TOKYO 第 7 回国際交流展～アートは障害を超え、国境を越える～
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問 福祉保健局少子社会対策部保育支援課　 TEL 03-5320-4130   FAX 03-5388-1406　

「保育士就職支援セミナー」を開催します

　東京都では、保育サービスのさらなる拡充に取り組んでいますが、それを実現させるためには保育の担い手で
ある皆さん一人一人の力が必要不可欠です。
　そこで今年度も、東京都保育人材・保育所支援センターにて、「保育士就職支援セミナー」（無料）を開催して
います。保育士資格をお持ちの方で勤務経験が少ないあるいは未経験の方、ブランクがあるけど復職したいとい
う方を対象とした、今の保育現場で役に立つ実践的なプログラムを多数ご用意しております（詳細は、下記の東
京都保育人材・保育所支援センター HP よりご覧ください）。

【過去参加者の声】
「実際に体験する機会もあり役に立った」「他の参加者との意見交換もできてよかった」、「短期間だけど内容が濃
くまとまっていた」など。（※一例です。）
　希望者には、保育園での実習プログラムもございます。
　また、託児所もご用意しております。奮ってご参加ください。
※　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催中止・延期または実施内容の変更を行う場合があります。

最新状況については、 HP をご確認ください。

●イベント概要　
開催日程　①８月 10 日（月曜日・祝日）・11 日（火曜日）10 時から 17 時 45 分まで
　　　　　②８月 22 日（土曜日）・23 日（日曜日）９時から 17 時 30 分まで
会　　場　①泉の森会館　多目的ホール
　　　　　②学校法人簡野育英会　蒲田保育専門学校
対　　象　保育士資格有資格者（令和２年度保育士試験合格者を含む。）
開催内容　乳児保育・配慮が必要な子の保育・健康や安全管理・保育実技や遊びの　
　　　　実習・保護者対応など
　　　　　（※予定。実施日によって異なります。変更の可能性あり。）
申込方法　①７月 31 日（金曜日）②８月 17 日（月曜日）まで（消印有効）に
　　　　専用の申込書（ HP で入手）をダウンロードし、郵送にて申し込み
事 務 局　東京都保育人材・保育所支援センター
　　　　　TEL 03-5211-2912（平日 10 時から 17 時まで）
　　　　　 HP  https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/hoiku/hoikusisien.html

　

東京都保育人材・
保育所支援センター

キャラクター　ホイクマン

たくさんの
皆さんのご参加
をお待ちして

います！

令和元年台風第 15 号・第 19 号に対する義援金の最終配分について
　東京都は、令和元年台風第 15 号・第 19 号により被害を受けた被災者への支援を実施するために、義援金の
募集を行いました。
　都民をはじめ多くの個人・団体の皆さまからご協力いただき、改めて感謝申し上げます。
　これまでお預かりした義援金は、以下のとおり最終配分いたしました。
●台風第 15 号について
　1 令和元年台風第 15 号東京都義援金島しょ地域分
　　大島町　今回配分額　52,980,938 円（一次配分との計　84,820,938 円）
　　新島村　今回配分額　19,895,661 円（一次配分との計　31,845,661 円）
　　※被害状況に応じて按分
　2 令和元年台風第 15 号東京都義援金千葉県分
　　千葉県　今回配分額　56,338 円（一次配分との計　21,726,338 円）
　　※千葉県に送金済み
●台風第 19 号について
　1 令和元年台風第 19 号東京都義援金東京都分　
　　今回配分する東京都分の義援金 122,540,046 円については、都内の被災自治体の被害状況に
　応じて配分します。詳細は HP をご覧ください。
　 HP https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/06/19/03.html
　2 令和元年台風第 19 号東京都義援金被災県分
　　被災県分の義援金 26,361,986 円については、2 月末の募集期間終了後に日本赤十字社に送金
　しました。

問 福祉保健局指導監査部指導調整課　 TEL 03-5320-4192   FAX 03-5388-1416 7福祉保健 7月号



東京都肝炎対策キャラクター
「かんぞうくん」

11 日　   第 1 回救急医療対策協議会
20 日から 7 月 19 日 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動期間
25 日　   第 32 回東京都認知症対策推進会議

６月の動き

肝炎ウイルス検診を受けましょう
～７月 28 日は「日本肝炎デー」、７月 27 日から８月２日は「肝臓週間」～

　肝炎ウイルスは、肝臓がんの主原因です。
　全国のがんによる死亡者のうち、肝臓がんは第５位で、年間約２万 6 千
人が亡くなっています。
　その肝臓がんの原因の約８割を、Ｂ型肝炎ウイルスおよびＣ型肝炎ウイル
スが占めています。
　感染していても自覚症状がないことも多いため、感染に気付いていない人
が多くいます。

○ウイルス性肝炎とは？
　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、
肝臓がんに進行する可能性があります。

○ウイルスへの感染はどのようにして起こるの？
　ウイルスへの感染は、血液・体液を介して起こります。母子感染や性交渉など自分では意識しにくい感
染経路もあり、感染原因が不明な方も多いです。ただし、咳や食器の共有など、通常の社会生活では感染
しません。
　肝炎ウイルスについて、正しい知識を持つことが大切です。

○なぜ検査が必要なの？
　肝炎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分かりません。
　肝炎の症状は、全身のだるさ・食欲不振・吐き気・黄疸などですが、症状が軽かったり、無症状のまま
進行してしまっていることもあります。そのため、症状がなくても感染の有無についての検査が必要です。

○どんな検査？どこで受けることができるの？
　B 型・C 型肝炎ウイルスの検査は、お住まいの区市町村で、無料で受けられます。
　検査は採血のみのため、短時間で済み、検査結果は数週間でお知らせできます。
　実施時期や場所等については、お住まいの区市町村または最寄りの保健所にお問い合わせください。

問 福祉保健局保健政策部健康推進課　TEL 03-5320-4367　  FAX 03-5388-1427

HP  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/etc/kanen/

肝炎ウイルス検診を受けましょう
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