
メンタルヘルス サービス (Mental	Health	Services) 
メンタルヘルス協会ホットライン (Mental	Health	Association	
Hotline)		 301‐738‐2255 
信頼のおける電話サービスを毎日 24 時間無料で利用できます	
問題行動医療サービス* (Access	to	Behavioral	Health) 
 240‐777‐1770 
成人メンタルヘルス プログラムとメンタルヘルス ケースマネジメ

ントへの電話番号 
児童青年メンタルヘルス プログラム (Child	&	Adolescent	Mental	
Health	Program) 240‐777‐1450 
高齢者メンタルヘルス プログラム (Senior	Mental	Health	
Program) 240‐777‐3990 
通院中毒患者サービス (Outpatient	Addiction	Services) 
 240‐777‐1680 
メンタルヘルスと薬物中毒障害の問題を抱える患者にケアサービ

スを提供します 
発達障害者向けメンタルヘルス サービス(Mental	Health	Services	
for	People	with	Developmental	Disabilities)	 301‐589‐2303 
聴覚障害者向けメンタルヘルス サービス (Mental	Health	Services	
for	People	who	are	Deaf) 301‐838‐4200	  
   
クライシス サービス (Crisis	Services) 
クライシス センター/モバイル クライシス チーム	(Crisis	
Center/Mobile	Crisis	Team) 240‐777‐4000 
信頼のおける電話サービスと予約なしサービスを毎日 24 時間無料

で利用できます 
被害者支援＆性的暴行クライシス ライン(Victim	Assistance	&	
Sexual	Assault	Crisis	Line) 240‐777‐4357 
24 時間・年中無休 
虐待被害者クライシス ライン (Abused	Persons	Crisis	Line) 
 240‐777‐4195	
ドメスティック バイオレンスの被害者とその家族に包括的なサー

ビスを提供します 
児童虐待およびネグレクト ホットライン(Child	Abuse	&	Neglect	
Hotline) 240‐777‐4417 
全米自殺予防ライフラインおよび帰還兵のための危機対応サービ

ス(Victim	Assistance	&	Sexual	Assault	Crisis	Line)  
24 時間・年中無休 1‐800‐273‐8255 
 
患者ナビゲーター プログラム (Patient	Navigator	Programs) 
情報、医療資源、通訳サービスの照会と提供を行います 
対応言語 - 中国語、ヒンディー語、韓国語、ベトナム語：   
 301‐760‐4993 
スペイン語： 301‐270‐8432 

サービス エリジビリティ ユニット	(Service	Eligibility	Units	
–	SEU）  
連邦、州、郡のヘルス プログラムへの申請* 
Germantown	SEU 240‐777‐3591 
Rockville	SEU 240‐777‐3120 
Silver	Spring	SEU 240‐777‐3066	
 
モントゴメリーのケアクリニック(Montgomery	Cares	
Clinics) 
モントゴメリー郡在住の無保険者、低所得者を対象に医療サービ

スを提供します（法的地位を証明する書類は必要ありません） 
Care	for	Your	Health（メディケアおよびメディケイド適用可）  
   Silver	Spring 1‐240‐844‐2552 
Community	Clinics,	Inc.（メディケアおよびメディケイド適用可） 
			Gaithersburg 301‐216‐0880 
			Silver	Spring  301‐585‐1250	
   Takoma	Park 301‐431‐2972 
	Holy	Cross	Hospital	Health	Center	 	
			Silver	Spring,	Gaithersburg,	&	Aspen	Hill	 301‐557‐1940 
Mansfield	Kaseman	Health	Clinic	
			Rockville 301‐917‐6800 
Mary’s	Center	Clinic（メディケアおよびメディケイド適用可）  
			Silver	Spring 240‐485‐3160 
Mercy	Health	Clinic	
  	Gaithersburg 240‐773‐0300 
Mobile	Medical	Care,	Inc.	
   各所 & 予約なし対応 301‐493‐2400	  
Muslim	Community	Center	Medical Clinic（メディケアおよびメ

ディケイド適用可） 
			Silver	Spring 301‐384‐2166 
Pan	Asian	Volunteer	Health	Clinic	 	
			Gaithersburg 240‐599‐6858 
Peoples	Community	Wellness	Center	
			Silver	Spring 301‐847‐1172 
Proyecto	Salud		 	
			Wheaton 301‐962‐6173 
			Olney 301‐260‐1073 
Spanish	Catholic	Center	 	
			Silver	Spring 301‐434‐8985 
 
地域の病院 (Local	Hospitals) 
Holy	Cross	Hospital 301‐754‐7000 
MedStar	Montgomery	Medical	 301‐774‐8882 
Suburban	Hospital 301‐896‐3100 
Shady	Grove	Adventist	Hospital 240‐826‐6000  
Washington	Adventist	Hospital  301‐891‐7600	
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がん管理プログラム (Cancer	Control	Program) 
がん検診を実施します* 
乳がんと子宮頸がん 240‐777‐1750 
結腸直腸がん 240‐777‐1222 
 

B 型肝炎サービス (Hepatitis	B	Services) 
STOP B プロジェクト (STOP	B	Project)		 240‐393‐5950 
無料教育、無料検診、ワクチン注射、治療情報照会を行います 
小児 B 型肝炎プログラム	(Perinatal	Hep	B	Program) 
新生児の B 型肝炎感染を予防します 240‐777‐1736 
 

禁煙サービス (Quit	Smoking	Services) 
タバコ禁止ライン (Tobacco	Quit	Line)		 1‐800‐784‐8669 
無料電話、無料サポート、無料医療を提供します 
中国語： 1‐800‐838‐8917 
ベトナム語： 1‐800‐778‐8440 
韓国語： 1‐800‐556‐5564 
 

歯科サービス (Dental	Services) 
歯科サービス (Dental	Services) 240‐777‐1875 
一般的な歯科治療を提供します* 
HIV 歯科サービス (HIV	Dental	Services)	 240‐777‐1737 
HIV 陽性患者向けの一般的な歯科治療 
 
子供向けサービス (Children’s	Services) 
ケア フォア キッズ(Care	for	Kids) 301‐628‐3438 
一次診療と特殊医療サービスを提供します* 
チャイルドリンク(ChildLink) 240‐777‐4769 
情報の提供と照会サービス 
メリーランド州子供のための医療保険プログラム(Maryland	
Children’s	Health	Insurance	Program	–	MCHP)	 240‐777‐0311 
0 歳から 19 歳までの子供と妊婦（年齢問わず）を対象にしたヘル

スケア* 
学校保健サービス (School	Health	Services)	 240‐777‐1550 
公立学校の生徒の健康、安全、福祉を確保し促進します 
免疫付与プログラム (Immunization	Program)		 240‐777‐1050	
19 歳未満の子供に免疫処置を施します（予約不要） 
 

 
高齢者 & 障害者サービス (Senior	&	Disability	Services) 
高齢者 & 障害者リソース ユニット (Aging	&	Disability	Resource	
Unit) 240‐777‐3000 
高齢者および/または障害者とその介護者向けのサービス 
高齢者ケアプログラム (Senior	Care	Program)	 240‐777‐3000	
高齢者のニーズを補うための資金を提供します 
高齢者栄養プログラム (Senior	Nutrition	Program)	
設定したグループを対象に食事を提供します 240‐777‐3810 
コネクト A ライド(Connect‐A‐Ride) 301‐738‐3252 
50 歳以上の高齢者および障害者向けに交通手段に関する情報を提

供します 
コール N ライド(Call	‘N’	Ride） 301‐948‐5409 
高齢者および障害者の輸送* 
メディケイド交通情報ライン (Medicaid	Transportation	
Information	Line) 240‐777‐5890 
メディケイド プロバイダへの診療予約 
 

妊産婦/出産保健サービス (Maternal/Reproductive	Health	
Care	Services) 
マタニティ パートナーシップ (Maternity	Partnership)	
出産前管理ケアを提供します* 1‐800‐456‐8900 
Holy	Cross	OB/GYN	Clinic	 301‐754‐7630	
出生前/出産後の医療ケアを提供します* 
家族計画/性と生殖に関する健康 (Family	Planning/Reproductive	
Health) 240‐777‐1635 
性と生殖に関する健康ケアと相談サービスを提供します* 
十代の妊娠 (Teen	Pregnancy)  240‐777‐1570 
避妊教育や十代の妊婦の両親をサポートするプログラムへの電話

番号  
 

コミュニティ健康サービス (Community	Health	Services)	
疾病管理 (Disease	Control) 240‐777‐1755 
伝染病の症例を調査します  
インフルエンザ/Tdap 注射 (Flu/Tdap	Shots)	 240‐777‐1050 
季節性インフルエンザと Tdap（破傷風・ジフテリア・百日咳混

合）のワクチン注射をします 
HIV ケース マネジメント (HIV	Case	Management)	
包括的な HIV サービスを提供します 240‐777‐1869 
難民 & 移民労働者の健康プログラム/クリニック	(Refugee	&	
Migrant	Workers	Health	Program/Clinic)		 240‐777‐3102	
総合的な健康診断を行い、郡のヘルスケア サービスを受けられる

ようにします 
 

 
STI/HIV 検査 (STI/HIV	Testing) 240‐777‐1760 
STI と HIV の検査と治療*  
TB 検査と治療* (TB	Testing	and	Treatment)		 240‐777‐1800 
国際旅行情報 (International	Travel	Info) 240‐777‐0311	
食中毒 (Food	Poisoning) 240‐777‐3986 
食品/施設ライセンスに関する情報取得と施設に対する一般からの

苦情受付用電話番号 
 

公衆衛生緊急事態への備えと対応プログラム (Public	Health	
Emergency	Preparedness	and	Response	Program)	  
 240‐777‐3038 
医療保障 (Medical	Coverage) 
メディケイド/保健選択 (Medicaid/Health	Choice)	 	
	 240‐777‐1635 
妊婦、子供、および障害を持つ成人のためのケア コーディネーシ

ョン.* 
成人ホームレスのための医療ケア(Medical	Care	for	Homeless	
Adults) 240‐777‐0311	
 
資金提供/住宅供給 (Financial	Assistance/Housing) 
公共支援プログラム (Public	Assistance	Programs) 
収入、食料、医療サポートを提供します* 
Germantown	 240‐777‐3420	
Rockville 240‐777‐4600	
Silver	Spring	 240‐777‐3100	
レンタル支援プログラム* (Rental	Assistance	Program) 
 240‐777‐4400 
緊急避難対策 (Emergency	Eviction	Prevention) 
危機介入による支援を提供します*  
Germantown	 240‐777‐4448	
Rockville	 240‐777‐4550	
Silver	Spring		 240‐777‐3075	
利用設備支援プログラム (Utility	Assistance	Program)	
暖房費や電気代の支払いを援助します* 240‐777‐4450 
   

*	以下のサービスは一定の適格条件を満たしたモントゴメリー郡居住
者向けのサービスです。		詳しい情報については、お電話いただくか、モ
ントゴメリー郡ウェブサイトをご覧ください。：
www.montgomerycountymd.gov/hhs	

モントゴメリー郡保健福祉課が提供しているサービスについて詳しい情
報を知りたい場合は、	MC	311	番号	240‐777‐0311	までご連絡くだ
さい。あらゆる言語に対応しています。	ウェブサイト：
www.montgomerycountymd.gov/311		


