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健康体力づくり 
はじめませんか！
健康推進担当／６階 
（３２２８）８８２６　 （３２２８）５６２６

　公園に新設した健康づくり器具の使用

方法と、体力づくりのための簡単な運動

の講習会を開催します。

日時・会場…３月２３日（月）＝東山公園

（野方４－４１）、２４日（火）＝南部公園

（南台５－２７）。いずれも、午後２時半

から１時間程度

☆当日直接会場へ。先着３０人程度

☆雨天の場合、内容を一部変更します

☆いずれも駐車場はありません

保健福祉センターで 
大人の方を対象に歯科相談
を実施しています
中部保健福祉センター 
（３３８２）６６６５　 （５３４１）８８１８ 

北部保健福祉センター 
（３３８９）４３２１　 （３３８９）４３３９ 

南部保健福祉センター 
（３３８０）５５５１　 （３３８０）５５３２ 

鷺宮保健福祉センター 
（３３３６）７１１１　 （３３３６）７１３４

　保健福祉センターは毎月、区内在住

の大人の方を対象に歯科相談を実施し、

歯・歯肉などの状態のチェックやお口の

ケアなどに関する相談を行っています。

　４月には、これまでの「成人歯科相談」

から「区民歯科相談」へと名称を変更しま

す。実施日など詳しくは、区ホームペー

ジをご覧になるか、希望する保健福祉セ

ンターへ問い合わせを。

パーキンソン病リハビリ教室
北部保健福祉センター 
（３３８９）４３２１　 （３３８９）４３３９ 

鷺宮保健福祉センター 
（３３３６）７１１１　 （３３３６）７１３４

　リハビリ体操やレクリエーションなど、

毎月メニューを変えて行います。１回ごと

の参加も可能です。

日時…４月１３日・５月１１日・７月１３

日・９月１４日・１０月５日・１１月９日・

１２月１４日、来年２月８日・３月８日。

いずれも月曜日、午後１時半～３時

会場…スマイルなかの（中野５ー６８ー７）

対象…パーキンソン病の方とその家族、

パーキンソン病に関心のある方

申込み…電子申請または電話で、北部・

鷺宮いずれかの保健福祉センターへ

肝炎ウイルス検査を毎月実施
保健予防担当（中野区保健所） 
（３３８２）６５００　 （３３８２）７７６５

　ウイルス性肝炎は、感染原因が不明な

場合や感染しても自覚症状が無いことが

多いことから、発見されていない人が多

数いると言われています。

　特にＣ型肝炎は症状が現れにくいため、

気づかないうちに肝硬変、さらには肝が

んへと病気が進行することも多く、早期

に発見し、治療を受けることが大切です。

検査を受けて感染の有無を調べましょう。

対象…区民健診や職場健診などで肝炎ウ

イルス検査を受けたことがない方

日時…４月１０日、５月８日、６月５日、

７月３日、８月７日、９月４日。いずれも

金曜日午前１０時～１１時　☆区ホーム

ページに１０月以降の日程を含む１年間

の予定を掲載

会場…中野区保健所（中野２ー１７ー４）

申込み…事前に電話で保健予防担当へ。

聴覚障害のある方はファクシミリで申し

込みを

毎月第２・４水曜日は 
保健所でエイズ検査を実施
保健予防担当（中野区保健所） 
（３３８２）６５７７　 （３３８２）７７６５

　保健所は毎月２回、エイズ検査を行っ

ています。検査は無料で、匿名（仮名）で

受けることができます。エイズに関する

相談も匿名で受けています。また、お急

ぎの方には、他に都内で検査を受けられ

る施設も紹介します。

　HIV感染者数は年々増えており、先日

公表された厚生労働省のエイズ動向委員

会のまとめでも、過去最多となりました。

一方、エイズの治療法は格段に進歩し、

早期に発見すれば、今までと同じ生活を

長期にわたり続けられます。気になった

ら一人で悩まず、相談・検査を。

検査日時…毎月第２・４水曜日午後１時

半～２時半（１２月を除く）

会場…中野区保健所（中野２－１７－４）

申込み…電話で保健予防担当へ（聴覚障

害のある方はファクシミリで）

☆結果は２週間後にわかります

☆クラミジア感染症・梅毒の検査も同時

に受けられます

福祉サービスの苦情は 
「福祉オンブズマン制度」 
「民間福祉サービスの 
紛争調停制度」の利用を
権利擁護推進担当／６階 
（３２２８）８７２５　 （３２２８）８７１６

　電話、ファクシミリ

または手紙（住所、氏

名、電話番号、内容

を明記）で、権利擁護

推進担当へご相談く

ださい。

３月２０日・２２日・
２９日、４月５日分

医療機関名 診療科目 所在地 電　話

３
月
20
日

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１

松が丘医院 内・小 松が丘２－３４－２ （３９５３）０６８２

宮嶋メディカル
クリニック

内・呼・ｱﾚﾙｷ゙ｰ・
皮 上高田２－４０－１７ （３３８６）０５８４

中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６

上落合おばたクリニック 内・外・肛・消 東中野５－２９－１０ （５３３２）６８８６

たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５ （３３８０）０３２５

服部歯科医院 歯 野　方１－４２－１３ （３３８８）６４８４

熱田歯科医院 歯 東中野１－４３－２ （３３６８）６５６４

薬
局

むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２

青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

３
月
22
日

当
番
医

慈生会病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１

中村医院 内 野　方６－１－２ （３３３６）１８５９

春川内科クリニック 内・神内・ｱﾚﾙｷ゙ｰ 松が丘１－３３－１５ （５３４５）５４７７

東京警察病院 内・外・整・
脳神経外・産婦 中　野４－２２－１ （５３４３）５６１１

田中レディスクリニック 産婦・内 中　央２－２－２６－２Ｆ （３３６６）３３１３

田沼内科・小児科医院 内・小 本　町６－２３－３ （３３８０）２６２２

野方歯科 歯 野　方１－１４－９ （３３８５）８７０２

杵渕歯科医院 歯 東中野１－５０－２－２Ｆ （５３８６）７１９１

薬
局

アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１

アルト薬局 本　町６－６－３ （３３８０）７０３７

３
月
29
日

当
番
医

横畠外科胃腸科病院 外・内 新　井２－６－１ （３３８９）２５３１

くり小児科内科 小 ･ 内・ｱﾚﾙｷ゙ｰ 野　方４－２２－３ （５３４５）６１６６

小川クリニック 内・リウマチ 大和町２－４６－４ （５３２７）４６６４

佼成病院 内・外 弥生町５－２５－１５ （３３８３）１２８１

セイメイ内科 内・循 中　央１－２５－５ （５３８９）２９７２

多田町診療所 内・呼・ｱﾚﾙｷ゙ｰ・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１

はいばら歯科医院 歯 野　方３－１５－１４ （３３８５）６４８０

堀歯科診療所 歯 東中野２－２２－２０ （３３６６）６４８０

薬
局

むさしの薬局 新　井２－３－１５ （３３８８）３９８７

ことぶき薬局末広橋店 中　央１－２５－３ （３２２７）１９０７

４
月
５
日

当
番
医

ルカ病院 内・外 野　方３－６－１ （３３８９）２３１５

鷺ノ宮耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉 鷺　宮３－２０－１０ （５３２７）４１８７

渋谷医院 内・小 上高田２－３８－２ （３３８６）１５７１

中野総合病院 内・外・小・整・
脳神経外 中　央４－５９－１６ （３３８２）１２３１

中谷内科クリニック 内・循 東中野４－７－８ （３３６６）１４８１

吉田皮膚科医院 皮 本　町６－２０－１５ （３３８２）００１２

橋本歯科医院 歯 野　方３－１８－１９ （３３８９）２８２３

ナオキ歯科クリニック 歯 中　央１－３５－１ （５３８９）５３８６

薬
局

クニ薬局 沼　袋３－１６－１０ （３３８６）２２９３

くみあい保険薬局 中　央４－６０－７ （３３８３）５２５０

１５歳以下のお子さんを対象に、
小児科医が診療を行います。
開設場所…中野総合病院内
　　　　　／中央４－５９－１６
　　　　  　（３３８２）９９９１
診療時間…午後７時～１０時
　　　　　  （年中無休）

☆ 受診する旨を電話で連絡のうえ、
　 保険証・医療証をお持ちください
☆ 入院などが必要な場合は、ほかの
　 病院を紹介します

●休日当番医の診療時間
　＝午前９時～午後５時
　保険証・医療証をお持ち
　ください。往診はしません。

●休日当番薬局の開設時間
　＝午前９時～午後５時半
　医療機関受診時の処方せんを
　お持ちください。

★夜間及び日曜日、祝・休日の
　医療機関案内
　＝東京都保健医療情報センター
　「ひまわり」
　 （５２７２）０３０３
　 （５２８５）８０８０
　（ファクシミリは聴覚・言語障害者
　向け）
　携帯電話などからは

http://www.himawari.metro. 
tokyo.jp/kt/

★救急相談センター
　（２４時間受け付け・年中無休）
　プッシュ回線・携帯電話・PHSからは
　＃７１１９
　ダイヤル回線　 （３２１２）２３２３

★医療機関案内
　中野消防署　 （３３６６）０１１９
　野方消防署　 （３３３０）０１１９

★小児救急相談、育児・妊産婦
　の相談

＝東京都「母と子の健康相談室」
（５２８５）８８９８

☆プッシュ回線・携帯電話からは
＃８０００も利用可
月～金曜日＝午後５時～１０時
土・日曜日、祝・休日
＝午前９時～午後５時

☆
事
前
に
電
話
で
確
認
を

区ホームページから、   　 は電子申請が、    　は申請書などのダウンロードができます区ホームページから、   　 は電子申請が、    　は申請書などのダウンロードができます

健康・
　福祉

毎月第１土曜日は
「中野区健康づくりの日」
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