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港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この広報紙は、古紙を利用した再生紙を使用しています。

季節性インフルエンザ流行期における
外来受診等の相談先を紹介します

　新型コロナウイルス感染症の流行
が続いている中、インフルエンザが
流行する季節になりました。
　インフルエンザや新型コロナウイ
ルス感染症を疑う症状がある人の相
談先は次のとおりです。
発熱や咳、息苦しさ（呼吸困難）強い
だるさ（倦怠感）等の症状がある人
原則「かかりつけ医」に相談
　「かかりつけ医」または地域の身近
な医療機関に相談し、診療や検査を
受診するか、「診療・検査医療機関」
の紹介を受けます。地域の身近な医
療機関については、東京都医療機関
案内サービス「ひまわり」等で検索す
ることができます。

東京都医療機関案内サービス「ひま
わり」のホームページ
https://www.himawari.metro.
tokyo.jp/
「かかりつけ医」がない等、相談する
医療機関に迷う場合
　「東京都発熱相談センター」に相談
し、「診療・検査医療機関」の紹介を
受けます。
とき　24時間対応しています。
 ☎5320－4592
新型コロナウイルス感染症に関する
一般的な電話相談
みなと保健所電話相談窓口
対象　区内在住・在勤・在学者
とき　月～金曜（1月1～2日を除く）

インフルエンザ流行期の相談の流れ

※ PCR検査ができない医療機関の
場合は、PCR検査機関を案内

※ 診療や検査が可能な地域の身近な医療機関を案内

※ 診療や検査が
可能な地域の
身近な医療機
関を案内

※ 聞き取りの結果、医療機関の紹介や
PCR検査が必要だと判断された場
合は、医療機関や検査機関を案内

PCR検査が可能な医療機関
または

みなと保健所検査センター

東京都発熱相談センター
☎5320-4592※24時間対応

①みなと保健所電話相談窓口
　 月～金曜（1月1～2日を除く）
　午前8時30分～午後5時15分
　※1月3日（日）は午前10時～午後4時
　☎3455-4461　FAX 3455-4460
②東京都　新型コロナコールセンター
　月～日曜　午前9時～午後10時
　☎0570-550571（ナビダイヤル）
　FAX 5388-1396

新型コロナウイルス感染症の
一般相談

症状がない・濃厚接触者等
新型コロナ一般相談

電話またはファックスでの相談

かかりつけ医がいない等、相談する医
療機関に迷う場合や土・日曜、夜間等

発熱等の症状がある
かかりつけ医　なし

電話相談

※ 診療や検査が

午前8時30分～午後5時15分（1月3日
（日）は午前10時～午後4時）
 ☎3455－4461
聴覚障害がある人等の相談窓口
 FAX3455－4460
東京都電話相談窓口（新型コロナコ
ールセンター）
とき　月～日曜午前9時～午後10時
（祝日を含む）
対応内容　感染の予防に関すること
や、新型コロナウイルス感染症に関
する一般的な相談
 ☎0570－550571（ナビダイヤル）多言
語（日本語、英語、中国語、韓国語）
対応
聴覚障害がある人等の相談窓口
 FAX5388－1396
厚生労働省電話相談窓口
とき　午前9時～午後9時
※ 土・日曜、祝日も対応しています。

 ☎0120－565653（フリーダイヤル）
港区新型コロナ 
こころのサポートダイヤル
 ☎5333－3808

　新型コロナウイルス感染症の流行
が続いている中、ストレスや不眠等
の心の不調について相談できる電話
相談窓口です。
対象　区内在住・在勤・在学者
とき　月～金曜（祝日・1月1～3日を
除く）午前9時～午後5時
開設期間　令和3年3月末まで

問い合わせ

保健予防課保健予防係
 ☎6400－0081　FAX3455－4460
〇港区新型コロナ こころのサポ
ートダイヤルについて
健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084　FAX3455－4460

港区の人口 
令和2年12月1日現在

総人口

男 11万2,479人
24万618人

女 12万8,139人

男 9,868人 女 9,054人

出生等 271人 死亡等 304人
転入 2,093人 転出 2,013人

25万9,540人
(前月比47人増)

(前月比153人減)

1万8,922人 (前月比200人増)

日本人世帯数 13万3,464世帯
外国人世帯数 1万118世帯
複数国籍世帯数 3,293世帯

14万6,875世帯 (前月比108世帯減)
(前月比204世帯減)
(前月比89世帯増)
(前月比7世帯増)

日本人

外国人

世帯数

※受診するときは、あらかじめ電話で診療時間等をお問い合わせください。
１
月
１
日（
金
・
祝
）

南赤坂クリニック（内） 赤坂1－11－36
レジデンスバイカウンテス420 5561－9258

東京都済生会中央病院（内・外） 三田1－4－17 3451－8211
赤坂見附前田病院（内・外） 元赤坂1－1－5 3408－1136
赤坂見附磯谷歯科室（歯） 赤坂3－21－17　ASK赤坂5階 3582－4011

★南青山内科クリニック（内） 南青山7－8－8
南青山ロイアルハイツ101 6805－1836

１
月
２
日（
土・年
始
）

新橋青木クリニック（内） 新橋3－23－4　青木ビル 3432－0381
虎の門病院（内） 虎ノ門2－2－2 3588－1111
国際医療福祉大学三田病院（内・外） 三田1－4－3 3451－8121
たなかデンタルオフィス（歯） 芝5－13－16　三田文銭堂ビル1階 5476－5770
漆崎歯科（歯） 赤坂5－4－13　ホワイト赤坂4階 6459－1590
★鈴木医院（内） 白金台4－12－11 3441－6668

１
月
３
日（
日
）

おかだスマイルクリニック（内・外） 浜松町2－3－1日本生命浜松町クレアタワ―4階 6809－1725

古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011
愛育病院（小） 芝浦1－16－10 6453－7300
聖美歯科（歯） 赤坂3－14－9　赤坂清水ビル3階 3583－2655
★松崎内科クリニック（内） 新橋1－15－5　ぺルサ115　9階 3591－7006

１
月
10
日（
日
）

もとやまクリニック（内） 白金1－8－9 3473－2866

サニーガーデンこどもクリニック（小）麻布十番2－18－8ABAアサミビル6階 6722－6623

北里研究所病院（内・外） 白金5－9－1 3444－6171
芝大門歯科クリニック（歯） 芝大門2－1－17　朝川ビル1階 3578－8880
古畑歯科医院（歯） 赤坂6－15－1　ミツワビル2階 3587－1823
★岡部医院（内） 西麻布2－24－12 3407－0076
港区休日歯科応急診療所
（港区口腔保健センター） 三田1－4－10　みなと保健所2階 3455－4927

（休日のみ）

障害者歯科診療所（港区口腔保健センター）
三田1－4－10みなと保健所2階

1月9日（土）午前9時30分～午後0時30分
1月23日（土）午後1時30分～4時30分
【完全予約制】平日午前9時～午後5時受付
☎6400－0084　FAX3455－4460

健康推進課地域保健係

電話がかかりにくい場合は、下記の診療案内へ

診療
案内

東京消防庁救急相談センター
（毎日24時間）

「＃7119」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎3212－2323（ダイヤル回線の固定電話等）

東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」（毎日24時間）

☎5272－0303
ホームページ  https://www.himawari.metro.tokyo.jp/

電話
相談

小児救急
電話相談

月～金曜
（祝日、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

「＃8000」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎5285－8898（ダイヤル回線の固定電話等）

薬の相談※ 日中、夜間とも区内在住者に限ります。
港区休日くすり何でもテレホン　対応時間：午前9時～午後2時
※薬局の電話がかかりにくい場合は、☎090－9378－7915
1月1日
（金・祝）

シミズファーマシー
　西麻布4－18－16

☎3407－0794

1月2日
（土・年始）

霞町薬局
　西麻布3－1－19

☎5411－9311

1月3日
（日）

グリーン薬局
　六本木7－15－14
　塩業ビル地下1階

☎3497－0848

1月10日
（日）

子安薬局
　六本木7－14－7

☎3401－8667

夜間対応当番薬局（毎日）
対応時間：午後8時～午前0時 ☎090－3690－3102

夜間・休日診療 
港区ホームページからもご覧いただけます

▲

診療時間　　は午前９時～午後５時
診療時間　　は午後５時～午後10時★

小児
初期
救急

みなと
子ども

救急診療室

月～金曜：午後7時～10時
土  曜：午後5時～10時
※祝日・年末年始を除く
※受付は午後9時30分まで

中学生まで
（おおむね15歳
未満の小児）の
軽症患者対象

芝浦1－16－10
（社福）恩賜財団母子愛育会　総合母
子保健センター　愛育病院1階

☎6453－7302

東京都医療機関案内サービス「ひま
わり」等も活用し、医療機関に相談

発熱等の症状がある
かかりつけ医　あり

電話相談

かかりつけ医・地域の身近な医療機関
（※発熱患者を診療しない場合は、

他の医療機関を紹介）

発熱患者を診療・検査


