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　「新型コロナウイルス感染症」の影響でさまざまな活動の自粛が求められる等、私たちの生活スタイルは変化しています。このため、多くの方
が何らかの形でストレスを感じてきています。 
　現代に生きる私たちは、ストレスや身体の疲れなどの原因が複雑に絡み合って、こころの病になるリスクが高まっています。こころの健康を保
つためには、こころや身体が出すストレスのサインを見逃さずに、早めに対処することが大切です。

こころのサイン
例えば… 
◆もの悲しく、憂うつになる 
◆気分が落ち込んで、やる気がなくなる 
◆緊張感が高まり、イライラしたり怒りっぽくなる 
◆気持ちが落ち着かない 
◆不安感や焦燥

しょうそう

感が強い など

からだのサイン
例えば… 
◆寝つきが悪くなる、夜中や朝早くに目が覚める 
◆食欲がなくなる、逆に食べ過ぎてしまう 
◆肩こりや頭痛、腹痛、腰痛などの痛みが出てくる 
◆動悸や息苦しさなどを感じる 
◆下痢や便秘をしやすくなる 
◆集中力、記憶力、思考力が低下する など

こころの「コリ」をほぐしましょう 
～こころの健康づくり～

お問合せ：台東保健所　保健予防課　精神保健担当　☎ 3847－9405

ストレスと上手に付き合いましょう
　ストレスから完全に逃れることはできません。ストレスと上手に付き合うためには、自分に合ったコントロール方法（セルフケア）を身につけ
ましょう。

「こころの健康チェック」をしてみましょう
　台東区ホームページには、「こころの健康チェック表」が掲載されています。一度チェックしてみてください。 2次元コード

運動には、ふさぎがちな気分を発散させたり、こころと身体をリラックスさせ、
睡眠リズムを整える作用があります。

何かに打ち込んだり、気分転換することで、自分を癒
いや

す時間をつくりましょう。

からだを動かす

趣味を楽しむ

ストレスを感じる時、私たちは物事を固定的に考えてしまっていることがあります。 
考え方・見方を少し変えてみるだけで、気持ちが楽になることがあります。考え方・見方を変える

困った時や辛い時に、話を聴いてもらうだけでも気持ちが楽になることがあります。 
家族や友人、信頼できる人に話してみましょう。または、相談窓口にご相談ください。話を聴いてもらう

　「こころの健康」について悩みや不安を感じたときは、ひとりで抱え込まず、周りの人や専門家の助けを借りる
ことが大切です。一緒に解決に向けた歩みを始めましょう。

★相談窓口のご案内

こころの「コリ」をほぐしましょう ～こころの健康づくり～　　 歯とお口の健康を保ちましょう！ 

熱中症を予防しましょう ／ かしこく使おうジェネリック ～ジェネリック医薬品への切り替えにご協力を～ 

油断大敵！食中毒にご注意 ～弁当等のテイクアウトや宅配サービス利用時の注意点～ ／ 喫煙室の設置をお考えの事業者の方へ

１面 ２面

３面

４面

主
な
内
容

こころの健康チェック　台東区 検索
⬆

台東区　こころの健康相談窓口 都内の相談窓口
専門医師により、面接・訪問等を行っています。 
日時や予約については、下記にお問合せください。 
 
・台東保健所　保健サービス課　保健指導担当 
　☎3847－9497 
・浅草保健相談センター 
　☎3844－8172

・東京いのちの電話（24時間） 
　☎3264－4343 
・東京自殺防止センター（年中無休） 
　☎5286－9090 
・東京都夜間こころの電話相談（午後５時～午後９時30分） 
　☎5155－5028

※新型コロナウイルスの影響により、相談時間が変更になっている場合があります。
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出典：区民の歯と口の健康情報（平成30年度台東区歯科基本健康診査結果）

歯とお口の健康を保ちましょう！

ポイント１ 
就寝前の歯みがきは特に丁寧に行いましょう 
　就寝中はだ液の分泌が少ないため、お口の中の細菌が増えます。

ポイント２ 
歯ブラシは１か月を目安に交換しましょう 
　新しい歯ブラシに比べ、毛先が開いた歯ブラシの歯

し

垢
こう

除去効果は６割程度と言われています。

ポイント３ 
歯と歯の間も清掃しましょう 
　歯ブラシの届かない歯と歯の間は、デンタ
ルフロスや歯間ブラシでの清掃が必要です。 
自分に合う形やサイズのものを選ぶときには、
かかりつけの歯科医院で相談してみましょう。

ポイント４ 
フッ化物（フッ素）入りの歯みがき剤で 

歯を強くしましょう 
　フッ化物は、むし歯予防に効果的です。

　うがいは１回、フッ化物をすべて洗い流さ
ない程度にすることがポイントです。 
※小さいお子さんへ使用する際は、用量を事
前にご確認ください。

　オーラルフレイルをご存じですか？「オーラル＝口」
「フレイル＝虚弱」を意味しており、お口の機能が衰え
ることをいいます。 
　オーラルフレイルを予防するためには、だ液腺マッ 
サージやお口や舌の体操などの口腔ケアが効果的です。

食前がおすすめ！　～だ液腺マッサージでお口に潤
うるお

いを～

　歯とお口の健康は、栄養を摂
と

ることだけでなく全身の健康状態に大きく影響します。また、食事や会話を楽しむことは、こころや身体の健康と深いつながり
があります。生涯自分の歯で食べられるよう歯やお口の健康を保ち、健康長寿を目指しましょう。 

　口腔ケアには、お口の清潔を保つための ①「清掃を中心とするケア」と、お口の機能を維持向上するための ②「機能訓練を中心とするケア」があります。お
口を清潔に保ち、むし歯や歯周病などのお口の病気を防ぐことは大切です。それに加え、特に高齢になるとお口の機能も低下していくため、噛む、飲み込む、
話すなどお口の働きを維持していくことがとても重要になります。 

①お口を清掃するセルフケア

②お口の機能を維持・向上するセルフケア

歯とお口の健康を保ち、健康長寿に!!

口腔ケアには２つの意味があります！

フレイルに　負けない体　歯の力 
（令和２年度　歯の標語　区長賞　中島敏子さんの作品）
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図１  重度歯周病患者の割合と失った歯の本数

失った歯の本数 重度歯周病患者の割合

60歳頃から歯の喪失が急増！
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図２  口腔機能の低下が疑われる者の割合
（基本チェックリスト３項目中２項目以上該当）

厚生労働省老健局　基本チェックリスト（抜粋） 
□ 半年前に比べて固いものが食べにくくなった 
□ お茶や汁物等でむせることがある 
□ 口の渇きが気になる

●成人の歯周病の状況（図１参照） 
30歳でも約３割が重度の歯周病に罹

かか

っています。 
歯周病は歯を失う主な原因であり、早期の歯の喪失を防ぐためには若いこ
ろからの歯周病の治療や予防が重要です。

●高齢者の口腔機能の状況（図２参照） 
下記基本チェックリスト３項目のうち、２項目以上当てはまる場合は、お
口の機能が低下している可能性があります。高齢になるにつれ、食べにく
さやお口の乾燥などの口腔機能の低下を感じている方が増加しています。
お口の状態を改善し、健康を保つためには、毎日の口腔ケアが大切です。

デンタルフロス 歯間ブラシ

指４本で耳の前のほほ骨の
下あたりを後ろから前へ円
を描くようにマッサージ

あごの骨の内側の柔らか
い部分を耳下からあご先
へ順に親指で押す

親指であごの下から舌
の付け根を押す

お問合せ：台東保健所　保健サービス課　母子成人保健担当　☎ 3847―9449

年齢 量 濃度 頻度

３～５歳 ５㎜以下 500ppm １日２回

６～14歳 １㎝程度 1000ppm 毎回

15歳以上 ２㎝程度 1000ppm 毎回
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・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整 
・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を
確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整 
・暑い日や時間帯は無理をしない 
・涼しい服装にする 
・急に暑くなった日等は特に注意する

１．暑さを避けましょう
・のどが渇く前に水分補給 
・１日あたり１.２リットルを目安に 
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

３．こまめに水分補給しましょう

・日頃から体温測定、健康チェック 
・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で静養

４．日頃から健康管理をしましょう

・暑くなり始めの時期から、無理のない範囲で適度に
運動を 

・水分補給は忘れずに 
・「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で
毎日30分程度

５．暑さに備えた体作りをしましょう・気温や湿度の高い中でのマスク着用は要注意 
・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保でき
る場合には、マスクをはずす 
・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運動
を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜
マスクをはずして休憩を

２．適宜マスクをはずしましょう

高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。 
３密（密集、密接、密閉）を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

お問合せ：国民健康保険課　庶務係　☎ 5246－1251　後期高齢者医療係　☎ 5246－1254

お問合せ：台東保健所　保健サービス課　健康推進担当　☎3847―9406

　新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いや、「３密（密集・密接・密
閉）」を避ける等の対策を取り入れた生活様式が求められています。 
　十分な感染対策を行うとともに、熱中症予防対策をこれまで以上に心がける必要があります。

熱中症の主な症状は？

①めまいや顔のほてり 
②筋肉痛や筋肉のけいれん 
③体のだるさや吐き気 
④汗のかきかたがおかしい 
⑤体温が高い、皮ふの異常 
⑥呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない 
⑦水分補給ができない

熱中症になってしまったら？

①日陰やクーラーの効いた室内に
移動する 
②衣類をゆるめて休む 
③濡れタオル等で体を冷やす 
④水分・塩分を補給する

距離を十分にとる

熱中症を予防しましょう

令和２年度の熱中症予防行動のポイント

出典：環境省・厚生労働省　令和２年度の熱中症予防行動（リーフレット）（URL:https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/20200526_leaflet.pdf ）加工して作成

かしこく使おうジェネリック　～ジェネリック医薬品への切り替えにご協力を～
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、特許が切れた先発医薬品とほぼ同じ成分・効能をもつ医薬品です。先発医薬品と比べてお薬代が軽減
されやすく、医療費の節減につながります。

ジェネリック医薬品を希望する場合は ジェネリック医薬品差額通知の送付　

　ジェネリック医薬品の使用にあた
っては、医師や薬剤師に相談してく
ださい。 
 
※医師の判断によりジェネリック医薬品が処

方されない場合があります。 

※すべての先発医薬品に対してジェネリック

医薬品があるわけではありません。

　台東区では、国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者のうち、
主に生活習慣病等の医薬品を処方されている方で、ジェネリック医
薬品に切り替えると、薬代が安くなる可能性がある方に「お知らせ」
を送付しています。

令和２年度　送付時期 
国民健康保険　　　　年１回　３月予定 
後期高齢者医療制度　年２回　６月・12月

ご相談ください

※症状が改善しないときは、早めに医療機関を受診しましょう。



標識や標識掲示パンフレットを配布しています
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健康・医療に関する情報は、広報たいとうや台東区公式ホームページのほか、メールマガジ
ンでも配信しています（「たいとうヘルスケアニュース」、「たいとう食の安全通信」等）。

その他、健康・医療に関する情報は、 
・東京都医療機関案内サービス“ひまわり” ⇒  
・東京都健康安全研究センター ホームページ 
・厚生労働省ホームページ ⇒  　　　　　　　　　　 等でもご覧になれます。 再生紙を使用して

います

検索
⬆

メールマガジン検索は、台東区ホームページ ⇒

検索
⬆

東京都 ひまわり

検索
⬆

健康・医療

　受動喫煙防止対策のため喫煙室を設置する場合、国の助成金や東京都の補助金が利用できます。喫煙室の設置に助成金・補助金の利用をお考え
の事業者の方は、工事の契約（発注）、施工を行う前に、必ず各問合せ先に連絡してください。契約後や施工後の工事は、補助対象になりません
のでご注意ください。

　屋内に喫煙場所を設置する（設置している）管理者は、施設の出
入口に喫煙室の標識を掲示するよう義務付けられています。下記窓
口にて、標識やパンフレットを配布しています。

また、東京都ホームページからも入手できます。

国の助成事業（受動喫煙防止対策助成金）

対　象　者：一定の要件を満たした中小企業事業主 
対 象 事 業：喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室、 
　　　　　　閉鎖系屋外喫煙所の設置 
補　助　率：①飲食店 
　　　　　　　→３分の２ 
　　　　　　② ①以外の小売業、サービス業、卸売業、その他の業種 
　　　　　　　→２分の１ 
補助上限額：100万円 
申 請 期 限：令和３年２月末日まで 
　　　　　　＊但し年度の予算額に達した場合、申請を締め切る可能性があります。

購入・注文するとき
・すぐ食べきれる量を購入する。 
・表示が添付されている弁当等は、消
費期限や保存方法を確認する。 
・表示がない場合は、食べきる期限の
目安や持ち運び・保存時の注意点を
お店の人に確認する。

テイクアウトするとき
・テイクアウト品の購入は、買い物な
どの最後にし、常温で長時間持ち歩
かない。 
・保冷剤を使用するときは、弁当等の
上に置くと冷やしやすい。 
　保冷バッグを使うと、より効果的。

宅配を受け取るとき
・弁当等が家の外に放置されないよう、
家にいるときに届くよう手配する。ま
た、配達人と会わずに受け取るときは、
到着後直ちに取り入れる。 
・容器や包装が破損している、要冷蔵品
が十分冷えていないなど、異常を感じ
たら、食べずに購入先に連絡する。

食べるとき
・食べる前には必ず手を洗う。 
・弁当等はできるだけすぐに食べきる。 
・すぐに食べられない場合は冷蔵庫で
保管し、再加熱するときは、電子レ
ンジ等で中心部まで十分に加熱する。

東京都の補助事業（受動喫煙防止対策支援補助金）

対　象　者：都内の中小飲食店及び宿泊施設 
　　　　　　中小飲食店…資本金額5,000万円以下または従業員数が50人以下のどちら

かを満たす店舗 
対 象 事 業：喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室の設置 
補　助　率：①客席面積100㎡以下の中小飲食店 
　　　　　　　→10分の９ 
　　　　　　② ①以外の中小飲食店及び宿泊施設 
　　　　　　　→５分の４ 
補助上限額：400万円 
申 請 期 限：12月21日（月）まで

喫煙室の設置をお考えの事業者の方へ

受動喫煙防止対策のための配慮義務

〇喫煙者は、受動喫煙が生じないように周
囲に配慮する義務があります。 

〇施設の管理者は、屋内外を問わず喫煙場
所（喫煙器具を含む）を設置する際には、
受動喫煙が生じることのないように配慮
しなければなりません。

お問合せ：台東保健所　生活衛生課　食品衛生担当　☎ 3847－9466

油断大敵！食中毒にご注意  
～弁当等のテイクアウトや宅配サービス利用時の注意点～

　夏場は気温が高くなり、食中毒菌が増えやすくなります。自宅での調理はもちろん、飲食店からのテイクアウトや宅配サービスを利用するとき
も、食中毒予防を心がけましょう。

お問合せ：台東保健所　生活衛生課　庶務担当　☎ 3847―9401

台東保健所　５階④番窓口　生活衛生課 
東上野4―22―8　☎ 3847―9401

お問合せ：厚生労働省東京労働局　労働基準部健康課　☎ 3512―1616 お問合せ：東京都産業労働局　観光部受入環境課　☎ 5320―4627

出典：東京都月刊福祉保健（令和２年６月号） 
（URL：https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/soumu/fkhk/index.html）

とうきょう健康ステーション　リーフレット 検索
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台東区受動喫煙防止対策 
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