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掲載しませんか

区報に
広告を
掲載しませんか

　区内全域に約１９万部、
各戸配布しています。
　料金や規格などについ
ての詳しい資料を郵送し
ますので、 問い合わせを。

区報担当／４階
☎（３２２８）８８０５
FAX（３２２８）５６４５

HP
詳しく

で

広
　
告

区民健診は
来年２月２９日までに受診を
区民健診担当（中野区保健所）
☎（６３０４）８０９１　FAX（３３８２）７７６５

　国保特定健診や各種がん検診など、区
民健診の今年度の受診期限は来年２月２９
日です。
　期限が近付くと、医療機関が混み合って
受診できなくなる場合もあります。まだ受
診していない方は、早めに受診しましょう。
☆健診（検診）の種類によっては、区への申 
し込みが必要（申込期限は来年２月１２日）。
受診券を紛失した場合は再発行します。
詳しくは、区民健診担当へ問い合わせを
メタボリックシンドローム（メタボ）の疑
いがある方とその予備群の方へ
　国保特定健診を受けた方で、メタボでは
ないかと心配される結果が出た方へ「特定
保健指導利用券」を順次郵送しています。
　この券を利用すると、医師や管理栄養
士から生活習慣改善のための支援（特定
健康保険指導）を受けられます。
　メタボのまま放置すると、自覚症状のな
いまま生活習慣病を進行させ、命に関わ
る重大な病気（心筋梗

こう

塞
そく

や脳梗塞、糖尿病

の合併症）を引き起こす恐れがあります。
　利用券が届いたら内容を確認し、早め
に利用してください。

南部健康まつり
南部すこやか福祉センター
☎（３３８２）１７５０　FAX（３３８２）１７６６

　ラジオ体操、ボイストレーニング、血
管年齢・骨量等の測定や栄養相談など、
どなたでも参加できます。
日時　１２月１５日（火）午前１０時～午後０
時半
会場　南中野区民活動センター（南台３－
６－１７）
☆当日直接会場へ

健康講座
「体力測定・エクササイズ」
鷺宮すこやか福祉センター
若宮３－５８－１０
☎（３３３７）８４５０　FAX（３３３０）１３４０

　体力測定をした後、体力の維持・増進
のため、チューブを使ったエクササイズ
を健康運動指導士に学びます。

日時　１２月１６日（水）午後２時～４時
会場　鷺宮区民活動センター（鷺宮３－２２
－５）
対象　区内在住・在勤の方
申込み　１１月２４日～１２月１４日に電子申
請か、電話または直接、鷺宮すこやか福
祉センターへ。先着５０人

知的障害のある方のための
マナー講座
障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」
☎（３３８９）２３７５　FAX（５９４２）５８１１

　より良い人間関係を築く方法について、
東京都心身障害者福祉センターの職員か
ら学ぶ連続講座。参加者全員で外出し、
最終日に学習の成果を振り返ります。
日時　１２月１３日(日）、来年１月１０日
(日）、2月13日(土)、午後1時半～ 4時。
全3回　☆1月は午前10時半から
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
対象　区内在住の知的障害のある方
申込み　１１月２４日～１２月１１日に電話ま
たはファクシミリ（住所、氏名とふりがな、
電話番号を記入）で、障害者地域自立生
活支援センター「つむぎ」へ。先着１５人

１２月１日は世界エイズデー
気になったら、一人で悩まずに検査・相談を

１２月１日は世界エイズデー
気になったら、一人で悩まずに検査・相談を

保健予防担当（中野区保健所）　☎（３３８２）６５００　FAX（３３８２）７７６５

　エイズは、ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）
の感染により体の免疫力が低下する病気
です。病状が進行すると、健康な時にはほ
とんど発病することのない病原体（ウイル
ス、細菌、カビなど）に感染（日和見感染）
して、さまざまな病気を発症します。
　厚生労働省エイズ動向委員会の報告に
よると、国内ではここ数年、年間１，５００人
前後のペースで新規感染者・患者が増え
続けていますが、それも氷山の一角の数で
す。
　ＨＩＶに感染しても、エイズを発症するま
で自覚症状はほとんどありません。感染が
分かったら、適切な時期に適切な治療を受
けることで、エイズの発症を防ぎ、健康な
状態で長く生きられるようになっています。
　少しでも感染の不安があったら、血液検
査（ＨＩＶ抗体検査）を受けましょう。
　右の検査・相談は、いずれも匿名・無料
で利用できます。

　結果が陰性の場合は、当日中にその旨を知ることができます（判定保
留の場合は後日）。検査項目はＨＩＶのみ。相談もできます。
日時　１２月６日、来年２月７日、いずれも日曜日　☆予約の際に、来所
時間を指定します
申込み　検査実施日直前の金曜日までに電話（聴覚障害のある方は
ファクシミリ番号を記入してファクシミリで保健予防担当へ）で、事業
委託先のＮＰＯ法人アカー☎（６３８２）６１９０へ　☆平日の正午～午後
８時に受け付け。来年２月分は１月７日から

日時

申込み

即日検査
・
相談

　結果は２週間後に分かります。ＨＩＶと同時に、クラミジアと梅毒の検
査も受けられます。
日時　１２月～来年３月の毎月第１・第３水曜日、午後１時半～２時４０分
申込み　検査の前日までに電話（聴覚障害のある方はファクシミリ番
号を記入してファクシミリ）で、保健予防担当へ

　結果は２週間後に分かります。ＨＩＶと同時にクラミジアの検査も受
けられます。
日時　１２月～来年の３毎月第１・第３水曜日、午後１時半～２時４０分
申込み

通常検査

東京都エイズ電話相談　☎（３２９２）９０９０
　平日＝午前９時～午後９時、土・日曜日、祝日＝午後２時～５時
エイズ予防財団・エイズ電話相談
　　０１２０（１７７）８１２　☆携帯電話からは☎（５２５９）１８１５へ
　平日のみ、午前１０時～午後５時（午後１時～２時を除く）

電話相談
☆検査は
行ってい
ません

東京消防庁
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

ダイヤル回線　☎（３２１２）２３２３
＃７１１９

東京消防庁
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

ダイヤル回線　
☎（３２１２）２３２３

＃７１１９

☆必ず事前に電話で連絡を。症状に
より診療できない場合があります
☆入院などが必要な場合は、他の病
院を紹介します
☆保険証・医療証を持って受付時間
内に来院を

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（年中無休）。
中野総合病院内／中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

（午後５時半以降に電話してください）
受付時間　午後６時半～９時４５分受付時間
診療時間　午後７時～１０時

中野区準夜間こども救急診療

診療時間

☆必ず事前に電話で連絡を。症状により診療できない場合があ
ります
☆入院などが必要な場合は、他の病院を紹介します
☆保険証・医療証を持って受付時間内に来院を

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
（年中無休）。
新渡戸記念中野総合病院内／中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１（午後５時半以降に電話してください）
受付時間 午後６時半～９時４５分受付時間
診療時間 午後７時～１０時

中野区準夜間こども救急診療

診療時間

休日当番医の診療時間
☆事前に電話で確認を

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
☆事前に電話で確認を

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。

夜間および日曜日、
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
FAX（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/

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

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

11月の休日当番医・当番薬局
月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

11
月
22
日
（
日
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１
横畠病院 外・内 新　井１－３８－６ （３３８９）２５３１
若宮診療所 内 鷺　宮３－１１－８ （３３３８）７３３５
くり小児科内科 小・内 野　方４－２２－３ （５３４５）６１６６
白川クリニック 内・外 南　台２－５１－８　１階 （６３８２）５０１１
田沼内科・小児科医院 内・小 本　町６－２３－３ （３３８０）２６２２
しもしげ歯科医院※ 歯 上鷺宮４－７－１１ （３８２５）６３２１

薬
局
フジ薬局 野　方４－１９－２ （３３８６）８８５４
アルト薬局 本　町６－６－３ （３３８０）７０３７

11
月
23
日
（
月
・
祝
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１
中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６
司馬内科医院 内 大和町１－６５－２　２階 （３２２３）１７８５
日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１
渡辺整形外科・外科・内科 外・整・内 中　央２－２－３ （３３６１）１７７０
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５
優歯科クリニック沼袋 歯 沼　袋１－３６－５　３階 （３２２８）５４７０
土田歯科医院 歯 南　台３－６－２５　１階 （３２２９）０８８０

薬
局
やまと調剤薬局 大和町１－６４－１ （３３３７）３３８０
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

11
月
29
日
（
日
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１
横畠病院 外・内 新　井１－３８－６ （３３８９）２５３１
熊谷医院 内・外 鷺　宮３－３２－５ （３３３８）１５１５
大場診療所 内・小 大和町３－４０－６ （３３３０）００７３
セイメイ内科 内・循 中　央１－２５－５ （５３８９）２９７２
多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１
西原デンタルオフィス※ 歯 中　野２－２５－６　２階 （３２２９）１１８２

薬
局
栄真堂薬局 大和町３－４４－２ （３３３７）２５１０
カメイ調剤薬局中野南台店 南　台２－９－３ （５３２８）２３１３

※印は、歯科医療拠点事業（午前９時〜正午は、歯科救急電話相談も受け付け）

information

健康・
福祉
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子ども・
子育て・教育

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

は、区　で詳しい内容をご覧になれます
HP
詳しく

で

　はホームページ 区　から、　　は電子申請が、　　は申請書などのダウンロードが可
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