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新宿区役所本庁舎・第１分庁舎・第２分庁舎の代表電話は ☎（3２09）１１１１、新宿区ホームページは ㋭ https://www.city.shinjuku.lg.jp/ です。

☎（3209）9999 午前8時～午後10時㋫（3209）9900
区のサービス・手続き・施設のご案内は ★しんじゅくコール★

両親学級
　妊娠している方とパートナーを対象に、も
く浴実習やパパの妊婦体験、赤ちゃんを迎え
るにあたっての講義を実施します。申し込み
方法等詳しくは、お問い合わせください。
【日時】7月31日㈯午前９時30分～11時、午
後1時～2時30分（2回とも同じ内容）

【会場】牛込保健センター
【問合せ】NPO法人助産師みらいSHINJUKU
㋭http://jyosanshi-mirai.org/
☎0８0（3710）0361（日曜日、祝日、年末年
始を除く午前９時～午後6時）へ。

★★★★★★★ 保健センター等の問い合わせ先 ★★★★★★★

牛込保健センター ☎（３２６０）６２３１ ㋫（３２６０）６２２３
〒１６２-０８５１ 弁天町５０

（６月１４日から〒１６２-０８０５ 矢
来町６に移転）

四谷保健センター ☎（３３５１）５１６１ ㋫（３３５１）５１６６ 〒１６０-０００８ 四谷三栄町１０-１６
東新宿保健センター ☎（３２００）１０２６ ㋫（３２００）１０２７ 〒１６０-００２２ 新宿７-２６-４
落合保健センター ☎（３９５２）７１６１ ㋫（３９５２）９９４３ 〒１６１-００３３ 下落合４-６-７
女性の
健康支援センター ☎（３３５１）５１６１ ㋫（３３５１）５１６６ 〒１６０-０００８ 四谷三栄町１０-１６

（四谷保健センター内）

７月の保健センター等の教室・相談 母子関係の事業は、母子健
康手帳をお持ちください

◆ 予約制のものは６月７日㈪から受け付けます ◆
　新型コロナの感染拡大状況により変更の可能性がありますので、お問い合わ
せください。

東京都医療機関案内ひまわり
☎（５２７２）０３０３（２４時間）
㋫（５２８５）８０８０
㋭ �http://www.himawari .
metro.tokyo.jp/

新宿区医師会区民健康センター
新宿７―２６―４ ☎（３２０８）２２２３

【診療時間】受け付けは終了時間の30分前まで
▶土曜日…午後5時～10時（内科）
▶日曜日、祝日…�午前９時～午後10時（内科）
　　　　　　　��午前９時～午後5時（小児科）
※受診前に必ず電話でお問い合わせください。

土曜日夜間や日曜日・祝日に急病になったら

■実施場所

　区の指定医療機関
■対象

①１６歳～３９歳の区内在住の方（学校・勤
務先等で健診を受ける機会がある方を
除く）
②４０歳～７４歳で新宿区の国民健康保
険に加入している方、生活保護等を受
けている方
※４０歳～７４歳で新宿区の国民健康保
険以外の健康保険（健康保険組合・共済
組合・協会けんぽ・国民健康保険組合
等）に加入している方（被扶養者を含
む）の健康診査は、各医療保険者が実施
します。詳しくは、加入している医療保
険者へお問い合わせください。
③７５歳以上で東京都後期高齢者医療
制度に加入している方、生活保護等を
受けている方
※６５歳以上で東京都後期高齢者医療
制度に加入している方も対象です。
■検査内容
●問診　●身体計測　●血圧測定
●尿検査　●血液検査　ほか
※診断書は発行しません。
※５０歳以上の男性は、前立腺がん検診

（２００円）も同時に受診できます。
■受診の流れ

※受診には健康診査票が必要です。
❶区の指定医療機関を確認・予約…健
康診査票に同封の「健康診査・がん検診
のご案内」または新宿区ホームページ
をご覧の上、医療機関へ直接ご予約く
ださい。
❷受診…健康診査票と国民健康保険証
等をお持ちください。
❸結果説明…後日、対面等で通知します。
■健康診査票の送付

　左上記対象①②の方で、平成３０年度
以降に区の健康診査・がん検診を受診
した方には、５月２７日・２８日に発送し
ました。
　左上記対象③の方には、４月２７日に
健（検）診票を発送しました。
※「健康診査票」「がん検診票」がお手元
にない方は、健康づくり課健診係・各保
健センターへご連絡ください。
※新型コロナ感染拡大防止のため、各
医療機関の感染予防策にご協力くださ
い。
【問合せ】健康づくり課健診係（第２分庁
舎分館分室）☎（５２７３）４２０７へ。

年に1度の健康チェック 健康診査料無

事業名 担当 日 時間 内容

はじめて・
にこにこ
歯科相談

牛込 ��1㈭★・８㈭◎

９：00～10：30
予約制。
むし歯予防等の相談・歯磨きの仕方
◎印…はじめて歯科相談（1歳児）
★印…にこにこ歯科相談（2歳児）

四谷 ��2㈮◎・30㈮★
東新宿 ��5㈪◎・12㈪★
落合 ��6㈫◎・13㈫★

もぐもぐ
ごっくん
歯科相談

牛込 ��８㈭
９：00～10：30

予約制。乳幼児対象。
専門の歯科医師による食べ方につい
ての相談東新宿 ��5㈪

育児相談

牛込 ��９㈮ ９：00～10：00 個別相談（おおむね1歳までの乳幼児）
四谷 ��1㈭ ９：00～11：00 さくらんぼくらぶ（個別相談）
東新宿 16㈮ ９：00～10：00 個別相談（おおむね1歳までの乳幼児）落合 ��7㈬ 13：00～1４：30

すこやか
子ども発達
相談

牛込 27㈫ 13：４0～16：20 予約制。小児専門医による発達相談
育児
（双子の会） 落合 13㈫ 13：30～15：00 予約制。子育ての情報交換・交流会

はじめまして
赤ちゃん
応援教室
（産婦クラス）

牛込 30㈮

13：15～1４：15
15：00～16：00

予約制。
グループでのミニ講話及び情報交換
（おおむね４か月までのお子さんを育
てているお母さんと赤ちゃん）

四谷 ��1㈭
東新宿 15㈭
落合 2８㈬

離乳食相談

牛込 13㈫

９：00～10：30 予約制。栄養士による個別相談
四谷 2９㈭
東新宿 12㈪
落合 30㈮

女性の健康
専門相談

女性の
健康支援
センター
（四谷）

��2㈮
産婦人科系全般

1４：00～16：00

予約制。
女性の婦人科医などの個別相談。思
春期から更年期の女性のからだや婦
人科系の症状などについて相談でき
ます。

27㈫
更年期専門

精神保健相談
牛込 ��6㈫・20㈫ 1４：15～16：30 予約制。

精神科医師による思春期から高齢期
（認知症を含む）までの「こころ」の相
談

四谷 16㈮ 1４：00～16：15
東新宿 ��7㈬・30㈮ 13：15～15：30

うつ専門相談 落合 ��1㈭ 1４：00～16：15 予約制。精神科医師による個別相談

訪問指導

牛込 ��5㈪

13：30～15：30

予約制。理学療法士・作業療法士が自
宅を訪問し、実技指導のほか、リハビ
リ等のアドバイスをします。
※管理栄養士・歯科衛生士の訪問指
導（栄養・歯科のアドバイス・実技指
導）は随時実施（予約制）

四谷 12㈪
東新宿 1４㈬・26㈪
落合 ��6㈫・16㈮

◆ 令和３年度 区が実施する子どもの予防接種 ◆
■ 定期接種（無料）

予防接種名 接種回数 対象
ヒブ 1～４回

接種開始時期
により異なる

生後2か月～5歳未満小児用肺炎球菌
B型肝炎�★1 3回 1歳未満（標準接種期間は生後2か月～９か月未満）
ロタウイルス�★2 （1価）2回

（5価）3回
令和2年８月1日以降生まれで、
（1価）出生6週0日後～2４週0日後／（5価）出生6週0日後～32週0日後

DPT-IPV（ジフテリア・百日せき・
破傷風・不活化ポリオ　４種混合） ４回 生後3か月～7歳6か月未満
BCG（結核） 1回 1歳未満（標準接種期間は生後5か月～８か月未満）
MR（麻しん・風しん混合）第1期 1回 1歳～2歳未満
MR（麻しん・風しん混合）第2期 1回 保育園・幼稚園・子ども園等の年長児相当年齢

（平成27年４月2日～2８年４月1日生まれ）
水痘（水ぼうそう） 2回 1歳～3歳未満
日本脳炎　第1期�★3 3回 生後6か月～7歳6か月未満（標準接種時期は3歳から）
日本脳炎　第2期�★3 1回 ９歳～13歳未満（標準接種時期は９歳～10歳未満）
DT（ジフテリア・破傷風�2種混合） 1回 11歳～13歳未満（標準接種期間は11歳～12歳未満）
HPV（ヒトパピローマウイルス感染症） 3回 小学6年生～高校1年生相当年齢の女子（標準接種時期は中学1年生）
IPV（不活化ポリオ）�★４ ４回 生後3か月～7歳6か月未満
★1�　母子感染予防として、健康保険でB型肝炎ワクチンを受けたお子さんは定期接種対象外です。
★2�　令和2年10月から定期接種になりました。
★3�　平成7年４月2日～1９年４月1日生まれで接種が完了していない方は、20歳になるまでの間、不足分を無料で接種で
きます。また、平成1９年４月2日～21年10月1日生まれで7歳6か月までに第1期の接種が完了していない方は、９歳～
13歳未満の間、第1期不足分を無料で接種できます。希望する方は、お問い合わせください。

★４�　平成2４年８月以降生まれは原則DPT-IPVで接種します。希望する方は、お問い合わせください。

■ 任意接種
予防接種名 助成回数 対象

おたふくかぜ 1回 1歳～小学校就学前（6歳に達する日以後の最初の3月31日まで）
【自己負担】1回3,000円

MR（麻しん・風しん混合） 最大2回
（未接種回数分）

2歳～1８歳で定期接種未接種の方（定期接種対象者を除く）
【自己負担】なし

予防接種を忘れずに 【問合せ】保健予防課予防係（第２分庁舎分館１階）☎（５２７３）３８５９へ。

　対象の方には、区が発行する予診票をお送りします。予診票
をお持ちの上、区の指定医療機関で接種してください（医療機
関への予約が必要な場合があります）。
※新型コロナ感染拡大に伴い、お手持ちの予診票の接種期限
（有効期限が令和２年２月１日～４年５月３０日のもの）を４年５月
３１日まで延長します。詳しくは、お問い合わせください。

●新宿区へ転入した方へ

　各予診票の通知発送時期後に転入した場合、予防接種のご
案内が届きません。まだお済みでない予防接種があるときは、
お問い合わせください。

●幼稚園・保育園・子ども園等の年長児は  

　MR（麻しん・風しん混合）第２期の定期接種対象です

　幼稚園・保育園・子ども園等の年長児に相当する年齢の方に
は、３月２６日に予診票を発送しました。

　新型コロナの感染拡大に伴い、令和２年度対象者の予
診票の接種期限を下記のとおり延長します。
【延長前】令和３年３月３１日まで
【延長後】令和４年５月３１日まで

高齢者肺炎球菌定期予防接種の  

接種期限の延長について
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