健康と医療
相談・健診・予防
健康推進課
☎5803-1229
保健サービスセンター
☎5803-1805
■保健サービスセンター本郷支所 ☎3821-5106

健康の維持増進をはかるため、さまざまな健診・事業を行っ

■

ています。
区

■

分

一般健康相談

がん検診

胃がん検診
大腸がん検診
肺がん検診

対

象

義務教育終了以上の
区内在住者
40歳以上の方
50歳以上の偶数歳の方

内 容
受付日時・受診方法等
Ｘ線撮影・血液検査・心電図・尿
保健サービスセンター／第２・４水曜9：00〜9：30
検査・骨密度測定など（有料）
☎5803-1805
生活・栄養指導など（無料）
胃部Ｘ線検査（1年に1回） 区内の指定医療機関
※50歳以上の偶数歳の方は、胃部Ｘ線検査と胃内視鏡検査
胃内視鏡検査（2年に1回） いずれかを選択して受診
便潜血反応検査

40歳以上の方

胸部 X 線検査など

区内の指定医療機関

乳がん検診

40歳以上の偶数歳の女性

マンモグラフィ

子宮がん検診

20歳以上の偶数歳の女性

視診・子宮頸部の細胞診・内診など 区内の指定医療機関

指定医療機関
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保健サービスセンター
骨粗しょう症の予防と早期
健診日／第３木曜13：00〜16：00
20・25・30・35・40・45・50・55・
発見・治療のために健康診
骨粗しょう症健診
（受付は13：00〜13：45、要予約）
60・65・70歳の区内在住の女性
査を実施
☎5803-1805
健康検査・自主トレーニング・ 保健サービスセンター
健康づくり
区内在住・在勤・在学者
運動教室
☎5803-1805
40歳以上の被用者保険加入者
保険証の発行元が実施
（被扶養者含む）
特定健康診査・
特定保健指導
40歳以上の
問診・身体測定・血圧測定・
文京区国民健康保険加入者
尿検査・血液検査・必要に 区内の指定医療機関
後期高齢者医療
応じ眼底検査・胸部Ｘ線検 該当者に受診券を送付
後期高齢者医療制度加入者
健康診査
査・心電図検査など
40歳以上で当該年度内に健康 特定健康診査 は健診 の 結 受付／健康推進課☎5803-1229
保険の切り替えをした（する）方 果、該当者に保健指導を実 実施／区内の指定医療機関
健康増進法による
施（後期高齢者医療制度加 受付／生活福祉課担当ケースワーカー
健康診査
40歳以上の生活保護受給者
入者を除く）
実施／区内の指定医療機関
区内在住 で心身障害者手帳ま
受付／健康推進課（月〜金曜8：30〜17：15）☎5803-1229
たは愛の手帳所持者・特別支援
障害者の歯科診療・
実施／保健サービスセンター歯科室
学校等に通学している方・保育
障害者歯科診療
歯科健診
土曜13：15〜15：45（予約制）
園で特別な配慮を必要としてい
る方など
30・35・40・45・50・55・60・65・ 歯周組織検査
通知／該当者に受診券を送付
歯周疾患検診
70・76・81歳の方
その他口腔内状況の検査 実施／区内の指定歯科医療機関
在宅療養者等
区内在住で歯科医院へ通院困
受付/地域包括ケア歯科相談窓口 実施／区内の指定歯科医療機関 ☎090-4544-8020
歯科訪問健診・予防相談指導
歯科訪問健診・予防相談指導 難な在宅療養者の方等
（月〜金11：00〜16：00）祝日、8月13〜16日、12月29〜1月4日を除く
受付／保健サービスセンター・保健サービスセンター本郷支所
精神障害回復途上者
創作・スポーツ・音楽などの
通院・治療中の区内在住者
実施／保健サービスセンター本郷支所（月・水・木曜）
デイケア事業
グループ活動
☎3821-5106
口腔機能の維持向上を
口腔機能向上教室
65歳以上の区内在住者
目的とした教室
保健サービスセンター☎5803-1805
保健サービスセンター本郷支所☎3821-5106
18歳以上74歳以下の
正しい姿勢と効果的な
ウォーキング教室
区内在住者
歩き方の実技指導

▼相談・健診・予防

※相談・検診などの日時等は変更する場合あり。詳しくは区報等を参照。 ※対象年齢は実施年度中（４月〜翌年３月）に迎える誕生日現在の年齢。

保健サービスセンター・健康センター（シビックセンター3階）

保健サービスセンター

☎5803-1805

区民の健康づくりを、総合的に支援していくための施設です。
事業名
健康づくり事業
自主トレーニング
支援事業

内

容

自主トレーニングを始める人に健康検査を行
い、各人に適した運動処方・運動指導を行う
健康検査修了者の自主トレーニングを支援

対象者

込

往復はがき
区内在住・
在勤・在学者

健康づくり運動教室 簡単なメニューで運動を体験

保健サービスセンター・健康センター（シビックセンター3階）

春日1-16-21 ☎5803-1805
事務室（シビックセンター8階）

申

コース

利用料金
区内在住者 1,700円
在勤・在学者 2,000円
区内在住者 3,600円
在勤・在学者 4,300円

基礎コース
心電図等コース

随時

１回３時間

往復はがき

ヨガ＆ストレッチ
ピラティスなど

700円
１コース４日制 2,800円

保健サービスセンター本郷支所
千駄木5-20-18

☎3821-5106
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予防接種

☎5803-1834

予防対策課

感染症予防のため、予防接種を行います。対象者には接種のための予診票を交付します。 
種

健康と医療
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類

（令和2年4月1日現在）

対象月・年齢

B 型肝炎

1歳に至るまでの間

ＢＣＧ

１歳に至るまでの間

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）

生後２か月〜６０か月に至るまでの間

小児用肺炎球菌

生後２か月〜６０か月に至るまでの間

ＤＰＴ－ＩＰＶ
（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）第１期

生後３か月〜９０か月に至るまでの間

ＭＲ
（麻しん・風しん混合）第１期

生後１２か月〜２４か月に至るまでの間

ＭＲ
（麻しん・風しん混合）第２期

５歳以上７歳未満で小学校就学前の１年間

水痘（みずぼうそう）

生後１２か月〜３６か月に至るまでの間

日本脳炎第１期

※１

生後６か月〜９０か月に至るまでの間

日本脳炎第２期

※１

９歳以上１３歳未満

▼相談・健診・予防

ＤＴ
（ジフテリア・破傷風）第2期

１１歳以上１３歳未満

ヒトパピローマウイルス感染症（HPV ワクチン）

小学校６年生〜高校１年生相当の女子

高齢者インフルエンザ

65歳以上
60歳〜65歳未満で心臓、じん臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイル
スによる免疫の機能に重い障害のある方（身体障害者手帳1級）

高齢者用肺炎球菌

当該年度に65歳に達する方
60歳〜65歳未満で心臓、じん臓、呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイル
スによる免疫の機能に重い障害のある方（身体障害者手帳1級）

※２

※1平成7年4月2日〜19年4月1日生まれの方は、20歳になるまでの間（20歳の誕生日の前日まで）接種可能。
 平成19年4月2日〜21年10月1日生まれで第1期が完了していない方は、第1期の不足分を第2期の期間に接種可能。
※2令和5年度までの経過措置として、当該年度に70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳に達する方も対象。

エイズ検査・相談

保健サービスセンター

HIV 抗体検査を匿名、無料で行っています。検査をご希望の方は事前に電話で予約をしてください。

文の京 街景色
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☎5803-1805

医療費の助成
子どものアレルギーをテーマにした講演会

指定難病（国疾病・都疾病等）
☎5803-1805
☎3821-5106

保健サービスセンター
保健サービスセンター本郷支所

指定難病等で治療中の方に医療費等の助成を行います。
神経難病の方および希望者には保健師が相談に応じます。

専門医による講演会などを開催します。

ぜん息児水泳教室
気管支ぜん息などにかかっている子どもが対象です。水
泳を通じて心身の鍛練をするほか、希望者には医師による
療養上の相談に応じます。

プール使用券の支給

小児疾病

ぜん息などの治療に効果的な水泳を奨励するため、公害

慢性疾患
☎5803-1805
☎3821-5106

保健サービスセンター 

■

保健サービスセンター本郷支所

■

医療手帳または都の大気汚染医療券をお持ちの方に区立
プールの使用券を支給します。

アレルギー相談 ➡ P43

慢性疾患で治療中の子どもに医療費等の助成を行います。

原爆被爆者の方へ

子どもの医療費助成 ➡ P44

予防対策課

予防対策課

原爆被爆者の居住地変更・医療・各種手当、葬祭料給付等

☎5803-1834

結核医療費（入院医費・通院医療）について一部公費負担

の受理・経由事務を行います。

原爆被爆者見舞金
生活福祉課

東京都大気汚染医療費の助成（ぜん息等）
☎5803-1225

☎5803-1215

▼医療費の助成／医療相談

制度があります。

予防対策課
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結核の医療

☎5803-1225

区内に居住し、被爆者健康手帳を交付されている方に、見
舞金を贈ります。

大気汚染の影響を受けると推定される疾病（気管支ぜん
息等）にかかった方に対し、一定の要件を満たす場合に、認
定疾病の治療に要した医療費のうち健康保険を適用した後
の自己負担額について助成します。
※新規申請は18歳未満の方のみ受付。
※要件によって一部自己負担の場合あり。

その他の事業
予防対策課

☎5803-1225

呼吸器疾患をテーマにした講演会
公害健康被害被認定者および呼吸器疾患のある方を対象
に専門医による講演会、音楽療法の講座などを開催します。

医療相談
患者の声相談窓口

生活衛生課

☎5803-1226

専任の相談員（看護師）が医療に関する相談や、区内の診療所・歯科診療所等に関する相談を専用電話でお受けします。なお、
医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所在についての判断、医療機関との紛争の仲介や調停はできません。
病院についての相談は、東京都の「患者の声相談窓口☎5320-4435」で受付けます。
受付日時／月〜金曜（祝日、12/29〜1/3を除く） 午前９時〜午後5時
専用電話／☎5803-1839
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休 日・夜 間 医 療
休日診療・休日準夜間診療
健康推進課

休日歯科診療

☎5803-1229

受付時間／午前９時〜午後５時、午後５時〜10時
に診療を行います。毎月の当番医は区報・区ホームページで
お知らせします。

毎月の当番医は区報・区ホームページでお知らせします。

健康推進課

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」 ☎5272-0303

■

https://www.himawari.metro.tokyo.jp/
受付時間／24時間（年中無休）

健康と医療
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歯科急病患者を対象に日曜や祝日などに診療を行います。

休日調剤薬局

医療機関案内

東京消防庁救急相談センター

急病患者を対象に日曜や祝日などに調剤を行います。毎月

☎3212-2323

の当番薬局は区報・区ホームページでお知らせします。

献 血 に ご 協 力 を！

東京都子供の健康相談室（小児救急相談）☎5285-8898

■

▼休日・夜間診療

短縮ダイヤル／「＃8000」
受付時間／月〜金曜（休日、年末年始を除く）
：午後6時〜
翌朝8時
土・日曜、祝日、年末年始：午前8時〜翌朝8時

豊島文京（平日準夜間）こども救急
☎5803-1961

お互いに尊い生命を守るため、健康なときに献血
しましょう。区内での献血の日時は区報・区ホームペー
ジでお知らせします。
文京区献血推進協議会
（事務局生活衛生課 ☎5803-1223）
文京区赤十字婦人奉仕団
（事務局区民課 ☎5803-1170）

受付時間／月〜金（祝日、12/29〜1/4を除く）
午後8時〜11時
診療場所／都立大塚病院1階救急外来診察室

☎3941-3211
急な発熱や腹痛などの初期救急診療を、15歳（中学生）以
下の初期救急患者を対象に、平日の準夜間帯に行います。

文の京 街景色
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☎5803-1229

受付時間／午前９時〜午後５時、午後５時〜10時

短縮／「＃7119」携帯電話・PHS・プッシュ回線
受付時間／24時間（年中無休）

健康推進課

☎5803-1229

受付時間／午前９時〜午後５時

急病患者（おもに小児科・内科）を対象に日曜や祝日など

■

健康推進課

