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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。

FAX 00-0000-0000

ワクチンの接種について ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
夏の献血キャンペーン「愛の血液助け合い運動」～今、わたしにできること～ ……………………………………………………… 2
【夏の自宅学習に！】食の安全こども調査隊　参加者募集！！／公衆浴場では、７歳以上の混浴ができなくなります …………… 3
令和３年度東京都子育て支援員研修<第２期>の受講者募集！／
身近な人には話しにくいこと…LINEや電話で相談できます！ …………………………………………………………………………… 4
令和３年度こどもシンポジウム「ティーンズ・アクション　TOKYO　2021」参加者募集！／妊産婦への検査費助成･相談支援 …… 5
お知らせ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6～7
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26日～８月１日は「肝臓週間」～ ……………………… 8

今
月
の
主
な
内
容

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

手洗いの徹底・マスクの着用 人との距離を保とう

TEL

かかりつけ医など地域の身近な医療機関へ☎電話で相談 土日祝日・夜間など地域の医療機関が見つからない場合

24 時間対応発熱相談センター☎03-0000-000

紹介された医療機関へ☎電話で相談

受診が必要な場合

医師の指示にしたがって医療機関を受診　マスクを着用しましょう　指示された時間を守りましょう

必要に応じて、受診した医療機関やPCR検査センターで検査を受けられます

コロナかな？と思ったらコロナかな？と思ったら
Q 3 密（密閉・密集・密接）の状態でQ 3 密（密閉・密集・密接）の状態で
　 過ごす時間があったかな？　 過ごす時間があったかな？
Q 発熱症状のある人が身近にいたかな？Q 発熱症状のある人が身近にいたかな？
受診前にふりかえり、メモしておきましょう受診前にふりかえり、メモしておきましょう

コロナかな？と思ったら
Q 3 密（密閉・密集・密接）の状態で
　 過ごす時間があったかな？
Q 発熱症状のある人が身近にいたかな？
受診前にふりかえり、メモしておきましょう

かかりつけ医がいない方
は地区医師会のホーム
ページや東京都医療機関・
薬局案内サービスで探し
てみましょう

インフルエンザ流行前にインフルエンザ流行前に
ワクチン接種を！ワクチン接種を！
インフルエンザ流行前に
ワクチン接種を！

　新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、感染拡大防止を図るため、ワクチンの接種が進められています。
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Q 発熱症状のある人が身近にいたかな？
受診前にふりかえり、メモしておきましょう

東京都シルバーパスを4月から9月の間に新規購入される方へ
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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
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事業者の皆さんへ
ステッカーの申請方法等詳細
は、東京都防災ホームページをご
覧ください。

※　インターネット環境がない
方も申請が可能です。お問い合
わせ先までご連絡ください。

東京都　感染防止　ステッカー

65歳以上の方などは65歳以上の方などは
自己負担ゼロで自己負担ゼロで
接種できます接種できます

65歳以上の方などは
自己負担ゼロで
接種できます
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ワクチンの接種についてワクチンの接種についてワクチンの接種についてワクチンの接種についてワクチンの接種について

TEL

お住まいの区市町村
から接種券が届く

接種の予約
事前の予約がないと接種は
できません。

接種前の確認　
持病のある方は、かかりつけ医に
接種して良いか事前にご確認ください。

接種 1回目　
予約した会場に行き、接種を
受けます。

接種 2回目　
2 回目の接種も、事前に予約
をして接種します。

接種当日の準備
接種券と本人確認書類など、区
市町村の指示に沿って用意します。

　接種は 2回必要です。接種する会場によりワクチンの種類が異なるため、原則として 1回目と
2回目は同じ場所で受ける必要があります。また、二重予約はしないでください。
接種に当たっては、各種接種会場の注意事項等をよくご確認ください。

●接種後の対応

区市町村での予約に関しては区市町村に、自衛隊東京大規模接種センターでの予約に関しては
自衛隊東京大規模接種センター専用お問い合わせ・予約窓口（0570-056-730）に
お問い合わせください。

・接種後も、マスク着用や手指消毒等の基本的な感染予防対策を行ってください。

TEL

東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター
・副反応と思われる症状が出た方に、看護師･保健師等が電話で相談に対応します。

対応言語：日本語ほか 11言語（接種予約等に関する相談対応はできません）
03-6258-5802 （24時間、（土曜日）（日曜日）（祝日）も対応）

都内のワクチン接種状況等、ワクチンに関する
さまざまな情報をポータルサイトで発信しています。
問  福祉保健局感染症対策部防疫･情報管理課 03-5320-4359

1

6

2

5

3

4

※イベントのスケジュールは、今後の新型コロナウイルスの感染状況に応じ、変更となる可能性があります。



夏の献血キャンペーン「愛の血液助け合い運動」
～今、わたしにできること～

　東京都では 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」を実施しています。
　新型コロナウイルス感染症の影響で、安定的に献血へご協力いた
だくことが難しい状況が続いています。
　都民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

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

▶ どうして献血が必要なの？◀ 
血液は人工的につくることができず、病気やけがで輸血を必要とする方を助ける唯一の方法が献血です。

▶長く病気で苦しむ人の命をつなぐため。
　輸血というと、不慮の事故でけがを負ったときに使われ
るイメージかもしれませんが、実は、輸血を必要としてい
る人の多くはがん等の病気の患者さんです。
　献血によって、患者さんの明日がつながります。
▶血液の有効期間は限られています。
　献血によってつくられる血液製剤の有効期間は、短いも
のだと 4日間です。
　常に十分な血液製剤を確保しておくためには、日常的な
献血への協力が不可欠です。

▶ どこで献血できるの？◀ 
　都内 13か所の献血ルームと、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及び献血バス運行情報は東京都赤十字血液センター HPをご覧ください。
献血の際は、事前のご予約にご協力をお願いします。ご予約は同 HPのウェブ会員予約サイト「ラブラッ
ド」や、献血ルームへの
電話で行うことが出来ま
す。
　また、各会場では新型
コロナウイルス感染症対
策を行っています。最新
の情報は同 HPをご確認く
ださい。

悪性新生物
36%

血液及び
造血器
20%

循環器系
15%

消化器系
6%

妊娠・分娩 1%

筋骨格及び結合組 2%
腎尿路・生殖器系 2%

けが等 3%
その他の
疾患
15%

出典：東京都福祉保健局「令和元年輸血状況調査結果」

疾病別輸血状況調査
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　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、昨年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染症拡大を防止す
る観点から、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。
　●「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！（※）
　●「ふやさない」…温度計で冷蔵庫内の温度を確認！
　●「やっつける」…ハンバーグの加熱時間と肉や肉汁の色の変化を確認！
　※培地の実験は、特有の臭いを伴います。

２　学習資材の内容
　テキストやまとめ用シート、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、まとめ用シートの写しをご返送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年生まで）・50名

５　申込方法
　以下のいずれかの方法で、お申し込み下さい。申込締切７月 20日（はがきの場合は当日消印有効）。定
員を超えるお申し込みがあった場合、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
　　https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?acs=r3tyousatai
　●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
〔往信 (裏面 )〕①食の安全こども調査隊参加希望、②保護者の住所及び氏名、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 )〕郵便番号、保護者の住所及び氏名
〔返信 (裏面 )〕白紙のまま御郵送ください。

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

１　調査（学習）内容

２　学習資材の内容

３　学習資材送付時期

４　対象者・定員

５　申込方法

　「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例※」が改正され、令和４年１月１日
から銭湯や日帰り入浴施設において、混浴の制限年齢が 10歳以上から７歳以上に引き
下げられます。
※都内全域のうち、23区、八王子市及び町田市を除く市町村区域に適用されます。

問 福祉保健局健康安全部環境保健衛生課　TEL 03-5320-4391
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【夏の自宅学習に！】食の安全こども調査隊　参加者募集！！

公衆浴場では、７歳以上の混浴ができなくなります



令和３年度東京都子育て支援員研修<第２期>の受講者募集！

　保育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・在勤の方で、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日間程度（全 14クラス）
地域子育て支援コース／３日又は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）
※地域保育コースについては、講義科目は原則オンライン研修となります。

【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】　1,750 名程度
【申　　込】　７月１日から 15日（必着）までに所定の申込書（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（木曜日）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  https://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

問 保健政策部健康推進課自殺総合対策担当　 TEL 03-5320-4310

　不安や悩みがあるときは、一人で悩まず相談してみませんか。
◆相談ほっと LINE＠東京

LINE アプリからQRコードを読み取るか、「相談ほっと LINE ＠東京」で
検索の上、友だち登録してください。
時間　毎日 15時から 21時 30分まで（7月 20日以降は 22時 30分まで）

◆東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～
TEL 0570-087478　時間　毎日 14時から翌朝 5時 30分まで（7月 20日以降は 12時から）　

　※この他さまざまな機関が相談を受け付けております。
　　　　　　　詳しくは右記のQRコードからご覧ください。

身近な人には話しにくいこと…LINEや電話で相談できます！
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問 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　 TEL 03-5320-4372
HP  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/
　  covid19-ninpushien.html

令和３年度こどもシンポジウム
「ティーンズ・アクション　TOKYO　2021」参加者募集！

　社会全体で全ての子供と子育て家庭を支援することのできる東京の実現を目指
し、子供目線に立った子供・子育て施策を展開するため、５つのテーマについて
研究活動を行い、11月 21日（日曜日）に開催するこどもシンポジウムで意見を
発表する中学生・高校生（コア・メンバー）を募集します。10代の視点で考え
る東京の未来について、皆さんの意見を聞かせてください。
【対象者】　都内在住または在学の中学生・高校生年齢の方（平成 15年４月２日　　　　
　　　　から平成 21年４月１日に生まれた方）
【研究テーマ】 ・インクルーシブ社会と子育て　・放課後改造計画　
　　　　　　　・ジェンダー平等と子育て　・外国にルーツを持つ子供とくらし　・未来の「まち」を考えよう
【活動内容】　テーマ別のグループの構成員（コア・メンバー）として、対面又はWeb会議ツールを活用して意

見交換を行い、研究内容をまとめ、シンポジウムで発表します。活動に当たっては、各グループにファ
シリテーター（特定非営利活動法人東京学芸大こども未来研究所スタッフ）が付き、アドバイス等を
行います。コア・メンバーとして最後まで研究活動に参加した方には、修了証を授与します。

【定員】 　30 名
【申込方法】　６月 15日（火曜日）から７月 15日（木曜日）17時までに、こどもシンポジウム専用Webサイ

ト内の申込フォームからお申し込みください。
※申込者多数の場合は、応募理由等による選考により参加者を決定します。
※結果については７月 21日（水曜日）にメールにて通知する予定です。
※詳細は専用サイト（https://forum2021.kosodateswitch.jp/）を確認してください。

【その他】 コア・メンバーとは別に、専用サイトの閲覧やオンライン意見交換会への参加等を通じてコア・メンバー
の研究活動を確認し、自分たちの意見を伝えたり、アンケートへの協力を行うなど、コア・メンバーの活
動をサポートする「サポート・メンバー」を、シンポジウム当日まで随時募集しています（定員なし）。

問 福祉保健局少子社会対策部計画課　 TEL 03-5320-4115

　新型コロナウイルス感染症の流行下で出産 ･育児に関する不安を抱える妊産婦に対する支援を行っています。
●妊婦へのウイルス検査費用助成
　分娩前の新型コロナウイルス検査を希望する妊婦に対し、検査費用を助成します。
対　象　以下全ての要件に該当する方
　　　　・都内在住の方 (里帰り等で他道府県で出産する方を含む )
　　　　・発熱等の感染症を疑う症状がないこと※
　　　　・他の自治体が実施する同事業等の助成を受けていないこと
　　　　※発熱などの症状がある場合は、かかりつけ医または東京都発熱相談センターにご相談ください。
期　間　10月 31日（日曜日）まで　助成額　上限 20,000 円 (1 人 1回まで )
申込方法　かかりつけ産科医療機関に相談のうえ、指定された医療機関へ申し込んでください。検査実施時期は

分娩前 (概ね妊娠 36週を目安）としますが、医師の判断により決定します。

　検査の結果陽性であった場合、分娩予定の医療機関とは別の医療機関に入院することになったり、帝王切開
など分娩方法が変更となる可能性があります。検査の流れや注意事項等については、必ず HPでご確認ください。

●新型コロナウイルスに感染した妊産婦への相談支援
　健康面や出産後の育児など、妊産婦が抱える不安や悩みに対して、助産師や保健師等の専門職が訪問や電話な
どで助言等を行います。
対　象　都内在住の新型コロナウイルス感染症への感染が認められた妊産婦の方で、支援を希望する方
　　　　※ ｢ウイルス検査費用助成｣ を利用していない方も対象
期　間　令和 4年 1月 31日（月曜日）まで
申　込　<23区 ･八王子市 ･町田市>お住まいの区市保健センターへ。
　　　　<それ以外> HPか福祉保健局少子社会対策部家庭支援課  TEL 03-5320-4368 へ。

　    

妊産婦への検査費助成 ･相談支援
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お知らせ

試 験 日　１次試験　9月 12日（日曜日）　２次試験　10月 9日（土曜日）・10日（日曜日）
資　　格 保健師免許取得か免許取得見込みで昭和 57年 4月 2日から平成 12年 4月 1日生まれの方
採用予定日　令和 4年 4月 1日（原則）
採用予定者数　16人
勤 務 先　多摩及び島しょ地域の保健所等
申 込 み　8月 27日（金曜日）まで（郵送は 8月 25日（水曜日）消印有効）
　　　　　詳細は、下記問合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
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/
　 bosyu_ichiran/shokuinboshu_hokenshi.html

東京都職員Ⅰ類Ｂ「保健師」の募集　

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 19日（日曜日）　２次選考　10月 24日（日曜日）
受験資格　保育士、社会福祉士、精神保健福祉士、児童指導員、児童生活支援員、児童自立支援専門員 
　　　　　のいずれかの資格取得又は取得見込で、昭和 61年 4月 2日から平成 14年 4月 1日生まれの方
採用予定日　令和 4年 4月 1日（原則）
採用予定者数　46人
勤 務 先 児童自立支援施設、児童相談所、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　9月 1日（水曜日）まで（郵送は 8月 27日（金曜日）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 （問い合わせ・応募先）福祉保健局医療政策部医療人材課　　
TEL 03-5320-4552　FAX 03-5388-1436　

S0000297@section.metro.tokyo.jp

問 福祉保健局総務部職員課　TEL 03-5320-4023
HP https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/soumu/syokuin/syokuin_joukin/
　 bosyu_ichiran/fukushiboshu.html

１．「知っておきたい！肝臓にまつわる大事な知識」
日　　時　7月 26日（月曜日）から 8月 1日（日曜日）まで
開催形式　武蔵野赤十字病院ホームページ上にてWeb配信
　　　　　詳細は HP https://www.musashino.jrc.or.jp/consult/clinic/6syoukaki.htmlをご覧ください。
定　　員　特になし　配信期間中はいつでも視聴可能
講　　師　武蔵野赤十字病院院長　泉　並木先生、同副院長　黒崎　雅之先生ほか
申 込 み　事前申込み不要

問 虎の門病院肝疾患相談センター　TEL 03-3560-7672
　 または福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4476

肝炎市民公開講座

２．「もっと知ろう肝臓病　～肝臓の数値が気になる方へ～」
日　　時　8月 1日（日曜日）13時 30分から 16時まで
会　　場　日本橋公会堂（中央区日本橋蛎殻町 1丁目 31番 1号日本橋区民センター内 4階）
定　　員　50名、参加無料　講　　師　虎ノ門病院医師、管理栄養士ほか
申 込 み　7月 1日（木曜日）から電話またはファクシミリで受付 
　　　　　　　虎の門病院肝疾患相談センターTEL 03-3560-7672、 FAX 03-3560-7630 
　　　　　　　当日の様子は 9月 13日から 9月 26日まで YouTube にて期間限定配信 
　　　　　　　詳細は HP  https://toranomon.kkr.or.jp/kanzo/ をご覧ください

問 武蔵野赤十字病院　消化器科　TEL 0422-32-0012
　 または福祉保健局保健政策部疾病対策課　TEL 03-5320-4476
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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 https://tsad-portal.com
問 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 https://tsad-portal.com

（１）団体での参加対象の教室です。盆踊りとパラパラをMIX したリズム体操で、楽しく身体を動かしましょう！   
（２）ご自宅の安心した環境の中で、ゆったりとした音楽に合わせて、身体と心をリラックスさせましょう！   
（３）ご自宅で毎日の生活に取り入れられる体操を配信します。わくわく楽しみながら身体を動かす習慣をつけましょう！   
（４）レベル別に分かれているので、歩行の方も大会を目指したい方も大歓迎！   
（５）呼吸を整え、心身共にリラックスできます。   
（６）ご自宅でもでき、手軽に行えるトレーニングをご紹介しながらみんなで行います。   
（７）みんなでHIPHOPにチャレンジ！   
（８）親子で一緒に取り組める体操をご紹介！夏休みご家族みんなで楽しく取り組んでみてください。   
（９）テーマに沿って、自分でアレンジした道具を使って、自宅で楽しみお友達やご家族と好記録を目指しましょう！   
（10）自宅で取り組める介護予防トレーニングをご紹介！   
※【公式】東京都障害者総合スポーツセンター　東京都多摩障害者スポーツセンター　You Tube チャンネルにて、配信しています。

開　催　名 開 催 日 ・ 時 間 対 象 者 申 込

総
合　

オ
ン
ラ
イ
ン
教
室

（１）みんなで盆パラビクス

金曜日　
①は終了しています。
②７月 16日、８月 27日、９月 17日
③ 10月 22日、11月 26日、12月 24日　
④１月２８日、２月 25日、３月 25日
13時 30分から 14時 30分まで

福祉施設・
作業所等 必要

（２）リラックスタイム

火曜日
前期：７月 13日、８月 17日、９月 14日
14時から 15時まで
後期：10月 19日、11月 16日、12月 14日、１月 18日、２月 15日、
３月 15日
19時から 20時まで

障害児者・介護者 必要

動
画
配
信
※
　

（３）東京わくわく体操
月１回　木曜日配信
７月 22日、８月 19日、９月 23日、10月 28日、11月 25日、
12月 23日、１月 27日、２月 17日、３月 24日

どなたでも 不要

来
館
（４）はじめよう！
ウォーキング＆ランニング入門

土曜日
７月３日、７月 10日、７月 17日、８月 14日
17時 30分から 19時 30分まで

障害児者
（立位者） 必要

多
摩

オ
ン
ラ
イ
ン
教
室

（５）ヨガの時間 ９月 16日（木曜日）　13時 30分から 14時 30分まで 障害児者・介護者

必要
（６）お手軽・簡単エクササイズ ９月 10日（金曜日）　13時 30分から 14時 30分まで 障害児者・介護者

（７）レッツ☆HIPHOP
月曜日
９月 13日、10月 18日、11月 15日、12月 20日、１月 24日、２月 21日、
３月７日
13時 30分から 14時 30分まで

障害者福祉施設・
作業所等

動
画
配
信
※

（８）GOGO親子で運動タイム 土曜日
７月 10日、７月 24日、８月 14日、８月 28日 どなたでも

不要（９）作ってチャレンジ！
レクタイム～自宅編～ ７月 23日（金曜日・祝日）、９月 23日（木曜日・祝日） どなたでも

（10）TAMA介護予防運動 火曜日
７月６日、７月 20日 どなたでも

東京都障害者スポーツセンター

　６月 28 日 ( 月曜日 ) から順天堂大学診療
放射線学科実習棟２階 (〒 113-0034 文京区
湯島１丁目５番 32 号 ) にて業務を行ってい
ます。
　最寄駅は、JR線・東京メトロ丸の内線「御
茶ノ水」駅。
　電話番号、業務内容に変更はありません。
　電話相談は、月曜日から金曜日の 10時か
ら 16時まで、同センターTEL 03-5802-1892
へ。

問 福祉保健局保健政策部疾病対策課
TEL 03-5320-4477

―東京都難病相談 ･支援センターの移転―

移転前：順天堂医院１号館  ２階

移転後：東京都難病相談・支援センター
（順天堂大学診療放射線学科実習棟２階）

JR 総武・中央線
JR 総武・中央線
JR 総武・中央線

外堀通り
外堀通り
外堀通り

本郷通り

順天堂前順天堂前順天堂前

順天堂横順天堂横順天堂横
1号館1号館

6号館6号館

4号館4号館

1号館

6号館

4号館
サッカーミュージアム入口

交番

千代田区
新御茶ノ水駅

至東京→

B1出口

丸ノ内線
御茶ノ水駅

JR 御茶ノ水駅
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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 26日～８月１日は「肝臓週間」～

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２万５千
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型及び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
方が多くいます。

●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、感染された方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。
　一方、感染された方と握手することや抱き合うこと、一緒に入浴すること、食器やコップの共用、感染
された方のくしゃみや咳などでは感染しません。
　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。　　
　また、症状がある場合には速やかに医療機関を受診してください。

●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にお問い合わせください。

東京都肝炎対策キャラクター
「かんぞうくん」

肝炎ウイルス検診を受けましょう
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2021 年度 都医学研都民講座（第 2回）限界突破を実現するテクノロジー（オンライン開催）
民生委員・児童委員区市町村会長会（オンライン開催）
（～ 6月 22日）ハンセン病についての正しい知識の普及啓発行事　パネル展示
東京都食品安全情報評価委員会　令和 3年度第 1回情報選定専門委員会（オンライン開催）
東京都食品安全情報評価委員会　令和 3年度第 1回「健康食品」による健康被害事例専門委員会（オンライン開催）
令和３年度第３回保健医療計画推進協議会
第 13期福祉のまちづくり推進協議会「第１回専門部会」（オンライン併用）
※ 5月の動きとして掲載しておりましたが、6月に延期となりましたので、お詫びして訂正いたします。
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（オンライン開催）
令和３年度第２回医療審議会
高齢者の特性を踏まえたサービス提供のあり方検討会（第５回）（オンライン会議）

5日 
7 日 

17 日
18日
23日
25日 

　　　

26日
29日


