
(｢新型コロナウイルス感染症『帰国者・接触者相談センター』の掲載について｣ 

 R2.2.14 日歯メール) 

 

 

都道府県歯科医師会 御中 

 

平素より大変お世話になっております。 

今般、厚生労働省ホームページ（下記、ＵＲＬをご参照）において、各都道府県が 

公表している現時点の「帰国者・接触者相談センター」が掲載されましたので取り急 

ぎ情報提供させていただきます。 

詳細は下記厚生労働省ホームページ URLをご参照ください。 

 

【厚生労働省ＨＰ】  

○各都道府県が設置している帰国者・接触者相談センター 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-

kikokusyasessyokusya.html 

 

一部政令指定都市につきましては、上記リンク先に記載がない場合もありますが、その場合

は各市の HPに掲載されておりますことを申し添えます。 

 

引き続き必要な情報があった場合は、随時ご提供申し上げます。 

 

以上 

 

--------------------------------------- 

公益社団法人 日本歯科医師会 

医療管理・情報管理課 

TEL：03-3262-9217 

FAX：03-3262-9885 

--------------------------------------- 

 

 

（東京都歯科医師会・事務補足） 

※当センターは、2月 4日付でお知らせしました「新型コロナウイルス感染症への対応し

た医療体制について」より設置されたものになります。 

また参考に（リンク先：東京都）の情報を添付いたします。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
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特別区

多摩地域

島しょ地域

新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓⼝について

東京都 新型コロナウイルス感染症電話相談窓⼝ 

（電話番号）03－5320－4509
（対応時間）9時から21時まで（⼟、⽇、休⽇を含む）
（対応内容）感染の予防に関することや、⼼配な症状が出た時の対応など、新型コロナウイルス感染症に関
する相談
※新型コロナウイルス感染症に関する⼀般的な相談は、 最寄りの保健所でも対応しています。

帰国者・接触者電話相談センター（専⽤窓⼝）

同相談センターでは、発熱や呼吸器症状があり、中国湖北省または浙江省への渡航歴や患者との接触歴があ
る⽅からの電話相談を受け付けます。
「相談者が『感染が疑われる患者の要件』※に該当する」と判断した場合には、「帰国者・接触者外来」
（医療機関）で受診できるよう調整します。 
※ 同相談センターで判断する「疑い例」 ・・・ 次のいずれかに該当する場合

1. 発熱⼜は呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって、新型コロナウイルス感染症であるこ
とが確定したものと濃厚接触歴があるもの

2. 37．5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14⽇以内に対象地域（中華⼈⺠共和国湖北省または
浙江省）に渡航⼜は居住していたもの

3. 37．5℃以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、発症前14⽇以内に対象地域（中華⼈⺠共和国湖北省または
浙江省）に渡航⼜は居住していたものと濃厚接触歴があるもの

上記に該当する場合は、最寄りの保健所の相談センターにご連絡ください。

「帰国者・接触者電話相談センター」受付時間、電話番号等

受付時間 設置期間 電話番号

平⽇︓⽇中
各保健所の開所時間による
（概ね9時〜17時、詳細は下
記）

各保健所の相談セン
ター

(詳細は下記）
［最寄りの保健所の相談センターにご連絡くださ

い］

平⽇︓17時~翌9時
⼟⽇祝⽇︓終⽇

都・特別区・⼋王⼦
市・町⽥市
合同電話相談センタ
ー

０３－５３２０－４５９２

感染症対策

新型コロナウイルス感染症に
かかる相談窓⼝について

新型コロナウイルス感染症に
ついて

ハンセン病について

⾼齢者の肺炎球菌感染症の定
期予防接種について

平成30年度感染症救急搬送
サーベイランス運⽤委員会

令和元年度 医療従事者向け
梅毒研修(後期)の開催につい
て

冬に流⾏する感染症に注意し
ましょう︕

東京都感染症予防計画改定
（案）⾻⼦への意⾒募集につ
いて【終了しました】

東京都⼀類感染症等対応連絡
協議会

―東京を訪れる外国⼈の⽅へ
― 医療機関受診のための多
⾔語ガイドブック

東京都感染症予防医療対策審
議会

東京都新たな感染症対策委員
会

アジア感染症対策プロジェク
ト

職場で始める︕感染症対応⼒
向上プロジェクト

「海外旅⾏者・帰国者のため
の感染症予防ガイド」につい
て

デング熱について

⿇しん・⾵しん対策について

エボラ出⾎熱について

予防接種制度について

⿃インフルエンザA（H7N9)
関連通知⼀覧

⾵しん対策・先天性⾵しん症
候群発⽣防⽌に向けた取組

インフルエンザについて

新型インフルエンザ対策

トップ
分野別のご案内 施設案内 各種申請 調査・統計 職員募集 問合せ

 東京都福祉保健局   医療・保健   感染症対策   新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓⼝について 

新型コロナウイルス感染症に関する⼀般相談窓⼝です。

（参考）新型コロナウイルス感染症ＦＡＱ（よくある質問）(PDF:156KB)

「帰国者・接触者電話相談センター」について

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html
https://www.zoomsight-sv.jp/FHK/controller/index.html#https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/
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https://www.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/sitemap.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/hc.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingatakorona.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/hansen.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/haienkyukin.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/30surveillance.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/01_baidokukensyu.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/winter_infection.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/kansenpubcomment.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/ClassOneInfection/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/tagengoguide.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingikai.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/aratana.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/kansensyoproject/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/project/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/yoboguide.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/dengue/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/measles-rubella/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/ebora.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/yobousesshu.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/H7N9tsuuchi.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/fuushin.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/influ.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shingatainflu/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/bunya/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsei/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/chosa/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/joho/shokuin/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/joho/sodan.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.files/corona_faq.pdf
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都・特別区・⼋王⼦市・町⽥市 合同電話相談センター

 所在地 保健所名 電話番号 開設時間

あ ⾜⽴区 ⾜⽴保健所 03-3880-5747 平⽇8:30-17:15

 荒川区 荒川区保健所 03-3802-4243 平⽇8:30-17:15

 板橋区 板橋区保健所 03-3579-2321 平⽇8:30-17:00

 江⼾川区 江⼾川保健所 03-5661-1124 平⽇9:00-17:00

 ⼤⽥区 ⼤⽥区保健所 03-5744-1360 平⽇8:30-17:15

か 葛飾区 葛飾区保健所 03-3602-1376 平⽇8:30-17:15

 北区 北区保健所 （令和2年2⽉14⽇まで）03-3919-3104
（令和2年2⽉17⽇から）03-3919-4500

平⽇9:00-17:00

 江東区 江東区保健所 03-3647-5879 平⽇8:30-17:15

さ 品川区 品川区保健所 03-5742-9105 平⽇9:00-17:00

 渋⾕区 渋⾕区保健所 03-3463-3650 平⽇8:30-17:15

 新宿区 新宿区保健所 03-5273-3836 平⽇9:00-17:00

 杉並区 杉並保健所 03-3391-1299 平⽇9:00-17:00

 墨⽥区 墨⽥区保健所 03-5608-1443 平⽇9:00-17:00

 世⽥⾕区 世⽥⾕保健所 03-5432-2910 平⽇8:30-17:15

た 台東区 台東保健所 03-3847-9402 平⽇9:00-17:00

 中央区 中央区保健所 03-3541-5254 平⽇9:00-17:00

 千代⽥区 千代⽥保健所 03-5211-8175 平⽇8:30-17:15

 豊島区 池袋保健所 03-3987-4179 平⽇9:00-17:00

な 中野区 中野区保健所 03-3382-6532 平⽇9:00-17:00

 練⾺区 練⾺区保健所 03-5984-4761 平⽇9:00-17:00

は ⽂京区 ⽂京保健所 03-5803-1824 平⽇9:00-17:00

ま 港区 みなと保健所 03-3455-4461 平⽇8:30-17:15

 ⽬⿊区 ⽬⿊区保健所 03-5722-9089 平⽇9:00-17:00

 所在地 保健所名 電話番号 開設時間

あ 昭島市 多摩⽴川保健所 042-524-5171 平⽇9:00-17:00

 あきる野市 ⻄多摩保健所 0428-22-6141 平⽇9:00-17:00

 稲城市 南多摩保健所 042-371-7661 平⽇9:00-17:00

 ⻘梅市 ⻄多摩保健所 0428-22-6141 平⽇9:00-17:00

 奥多摩町 ⻄多摩保健所 0428-22-6141 平⽇9:00-17:00

か 清瀬市 多摩⼩平保健所 042-450-3111 平⽇9:00-17:00

 国⽴市 多摩⽴川保健所 042-524-5171 平⽇9:00-17:00

 ⼩⾦井市 多摩府中保健所 042-362-2334 平⽇9:00-17:00

 国分寺市 多摩⽴川保健所 042-524-5171 平⽇9:00-17:00

 ⼩平市 多摩⼩平保健所 042-450-3111 平⽇9:00-17:00

 狛江市 多摩府中保健所 042-362-2334 平⽇9:00-17:00

た ⽴川市 多摩⽴川保健所 042-524-5171 平⽇9:00-17:00

 多摩市 南多摩保健所 042-371-7661 平⽇9:00-17:00

 調布市 多摩府中保健所 042-362-2334 平⽇9:00-17:00

な ⻄東京市 多摩⼩平保健所 042-450-3111 平⽇9:00-17:00

は ⼋王⼦市 ⼋王⼦市保健所 042-645-5195 平⽇8:30-17:15

「今すぐ役⽴つ︕感染症予
防」ＤＶＤ

医療機関等への通知⼀覧（予
防接種関係）

東京都⼦宮頸がん等ワクチン
接種緊急促進事業

感染症予防チェックリスト
（学校及び社会福祉施設）

「東京都感染症マニュアル
2018」について

ノロウイルスによる感染性胃
腸炎・⾷中毒に注意

ウエストナイル熱について

海外渡航者のための感染症情
報

感染症発⽣届出基準・様式

感染症対策講習会・資料

東京都感染症予防計画

感染症救急搬送サーベイラン
ス

東京都結核予防計画

東京都結核予防推進プラン

結核情報・対策

エイズについて

梅毒について

HTLV-1（ヒトＴ細胞⽩⾎病
ウイルス－Ｉ型）について

特別区

多摩地域

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/kansendvd.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/tuuchi.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/sikyukeigantou.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/chetukurisuto.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/kansen-manual_2018.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/norovirus.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/w_nile.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/handbook/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/todokede.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/kansensyoutaisakukoushuukai.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/ky_keikaku.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/emergencytransport_surveillance.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/toushin.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/yobo.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/kekkaku/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/aids/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/syphilis.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/htlv1.html
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 ⽻村市 ⻄多摩保健所 0428-22-6141 平⽇9:00-17:00

 東久留⽶市 多摩⼩平保健所 042-450-3111 平⽇9:00-17:00

 東村⼭市 多摩⼩平保健所 042-450-3111 平⽇9:00-17:00

 東⼤和市 多摩⽴川保健所 042-524-5171 平⽇9:00-17:00

 ⽇野市 南多摩保健所 042-371-7661 平⽇9:00-17:00

 ⽇の出町 ⻄多摩保健所 0428-22-6141 平⽇9:00-17:00

 檜原村 ⻄多摩保健所 0428-22-6141 平⽇9:00-17:00

 府中市 多摩府中保健所 042-362-2334 平⽇9:00-17:00

 福⽣市 ⻄多摩保健所 0428-22-6141 平⽇9:00-17:00

ま 町⽥市 町⽥市保健所 042-724-4238 平⽇9:00-17:00

 瑞穂町 ⻄多摩保健所 0428-22-6141 平⽇9:00-17:00

 三鷹市 多摩府中保健所 042-362-2334 平⽇9:00-17:00

 武蔵野市 多摩府中保健所 042-362-2334 平⽇9:00-17:00

 武蔵村⼭市 多摩⽴川保健所 042-524-5171 平⽇9:00-17:00

 所在地 保健所名 電話番号 開設時間

あ ⻘ヶ島村 ⼋丈出張所 04996-2-1291 平⽇9:00-17:00

 ⼤島町 ⼤島出張所 04992-2-1436 平⽇9:00-17:00

 ⼩笠原村 ⼩笠原出張所 04998-2-2951 平⽇9:00-17:00

か 神津島村 ⼤島出張所 04992-2-1436 平⽇9:00-17:00

た 利島村 ⼤島出張所 04992-2-1436 平⽇9:00-17:00

な 新島村 ⼤島出張所 04992-2-1436 平⽇9:00-17:00

は ⼋丈町 ⼋丈出張所 04996-2-1291 平⽇9:00-17:00

ま 御蔵島村 三宅出張所 04994-2-0181 平⽇9:00-17:00

 三宅村 三宅出張所 04994-2-0181 平⽇9:00-17:00

受付時間

平⽇は17時から翌9時まで
⼟⽇祝⽇は終⽇

電話番号

03-5320-4592

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC（旧Adobe Reader）が必要です。
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事 務 連 絡 

令和 2 年 2 月 14 日 

 

 

地区歯科医師会 御中 

 

 

公益社団法人 東京都歯科医師会  

 

 

 

日本歯科医師会「新型コロナウイルス感染症対策本部」の設置について 

 

 

 

平素より本会会務運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、今般、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、日本歯科医師会において新型コロナ

ウイルス感染症対策本部が設置されたとの連絡がありましたのでご報告いたします。 

また、新型コロナウイルス感染症に関する対応についての連絡がありましたので、合わせて

ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

別添 

1．「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」 

（令和 2年 2月 13日付・日歯発第 1666号） 

2．「新型コロナウイルス感染症に関する対応について」 

（令和 2年 2月 13日付・（日歯）新型コロナウイルス感染症対策本部） 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人東京都歯科医師会 

事業第一課 医療管理・調査担当 

羽二生・正 岡 

TEL：03-3262-1149 

FAX：03-3262-4199 

 



日 歯 発 第 １ ６ ６ ６ 号

令 和 ２ 年 ２ 月 １ ３ 日

（医療 管 理 ・ 情 報 管 理 課 扱 い ／ F A X）

都道府県歯科医師会会長 各位

公益社団法人 日本歯科医師会

会 長 堀 憲 郎

新型コロナウイルス感染症対策本部

本 部 長 堀 憲 郎

新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について

平素より本会の会務運営に特段のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、本会の「公益社団法人日本歯科医師

会感染症対策本部規程」に基づき本日新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しまし

たのでお知らせいたします。

今後も厚生労働省等の関係機関と緊密な連携を図り必要な措置を講ずると共に、新た

な情報を入手した際は、速やかに都道府県歯科医師会に情報提供してまいります。

貴職におかれましてもご協力を賜りますようお願い申し上げます。



新型コロナウイルス感染症対策本部

役職 日歯役職 氏名

本 部 長 会 長 堀 憲郎

副 本 部 長 副 会 長 柳川忠廣

〃 〃 佐藤 保

〃 〃 遠藤秀樹

本 部 員 専 務 理 事 瀬古口精良

〃 常 務 理 事 尾松素樹

〃 〃 蓮池芳浩

〃 〃 小玉 剛

〃 〃 山本秀樹

〃 〃 神田晋爾

〃 〃 三井博晶

〃 〃 宇佐美伸治

〃 〃 林 正純

〃 〃 小山茂幸



事 務 連 絡

令 和 ２ 年 ２ 月 １ ３ 日

（ 医 療 管 理 ・ 情 報 管 理 課 扱 い ）

都道府県歯科医師会 御中

公益社団法人 日本歯科医師会

新型コロナウイルス感染症対策本部

新型コロナウイルス感染症に関する対応について

平素より本会会務の運営に特段のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症が世界各地に拡大しております。都道府県歯科医師会にお

かれましては、行政、病院等との連携の中で様々な対策を講じておられることと存じま

す。

日本歯科医師会においても、厚生労働省等の関係機関と緊密な連携を図り、新たな情

報を入手した際は、速やかに都道府県歯科医師会に情報提供することとしております。

現時点においては下記の点にご留意いただき、正しい情報に基づいて適切にご対応い

ただくよう貴会会員への周知にご高配を賜りますようお願いいたします。

記

１．感染拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症に罹患した疑いのある患者の

診療を行った可能性があることが判明した場合又は罹患した疑いのある患者が直接

来院した場合は、最寄りの保健所に連絡の上、対応について相談すること。

２．院内全体で標準予防策の徹底を図ること。

３．最新の情報については厚生労働省のホームページで確認すること。

以上


