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司法書士による
高齢者・障害者のための
成年後見相談会
中野区成年後見支援センター
☎（５３８０）０１３４　FAX（５３８０）０５９１

　認知症、知的障害、精神障害などで物
事を判断する能力が十分でなくなり、自
分では契約や財産管理などをするのが難
しい方の権利を守る「成年後見制度」。
　この制度や相続・遺言などについて、
司法書士に無料で相談できます。
☆公益社団法人成年後見センター・リー
ガルサポート東京支部との共催
日時　10月13日（土）午前10時～午後4時
☆一人当たり45分
会場　スマイルなかの（中野5－68－7）
申込み　9月6日～10月12日に電話（日
曜日・祝日・第3月曜日を除く）またはファ
クシミリ（氏名とふりがな、連絡先、相談会
名を記入）で、中野区成年後見支援セン
ターへ。先着18人

9月5日〜20日の休日当番医・当番薬局

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

東京都「子供の健康相談室」
☎（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６時～１１時
土・日曜日、祝・休日
　午前９時～午後１１時

救急病院案内

中野消防署　☎（３３６６）０１１９
野方消防署　☎（３３３０）０１１９

※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）

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

９
月
９
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
くり小児科内科 小・内 野　方４－２２－３ （５３４５）６１６６
あすかクリニック 内・循 中　野４－４－１１ （５３１８）６６１７
藤原医院 産婦・内 東中野５－２０－１４ （３３７１）４５０６
ハートケア銀河クリニック 内・心内・精 本　町２－５０－１２  ２階（５３７１）０９０９
江古田歯科クリニック※ 歯 江古田２－１９－８－１０１（３３８９）６３５０

薬
局

けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２
フジ薬局 野　方４－１９－２ （３３８６）８８５４

９
月
16
日
（
日
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１
横畠病院 外・内 新　井１－３８－６ （３３８９）２５３１
中村医院 内 野　方６－１－２ （３３３６）１８５９
中野の森クリニック 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１
溝口医院 内・小・皮 弥生町２－１２－９ （３３７２）００３５
中村診療所 内 本　町５－３９－２ （３３８１）３７９７
吉永歯科医院※ 歯 中　野５－３０－１９ （３３８７）０１１８

薬
局

むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５
本町鈴薬局 本　町５－３７－１１ （３３８２）６７８７

９
月
17
日
（
月
・
祝
）

当
番
医

新渡戸記念中野総合病院 内・外・整・
脳神経外 中　央４－５９－１６ （３３８２）９９９１

中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６
つるた鷺ノ宮クリニック 内・皮 白　鷺１－７－１５ （５３７３）８４６０
上高田ちば整形外科・小児科 小・内・外・整 上高田１－８－１３ （３２２８）１５５５
新中野女性クリニック 産婦 本　町４－４８－２３ （３３８４）３２８１
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５  １階 （３３８０）０３２５
沼崎歯科医院 歯 新　井２－４６－１  １階 （３２２８）７７３１
中島歯科 歯 本　町４－４４－１４  ２階（３３８２）１７０４

薬
局

なごみ薬局上高田店 上高田１－８－１３ （５９４２）６０８０
中野中央薬局 中　央４－６０－５ （６３０４）８５３０

　保健所では、結核の正しい知識の普
及や相談、療養支援を行っています。
また、身近な薬局でも、服薬支援や
治療終了後の継続支援をしています。
　「職場の同僚が結核になったが、自
分は大丈夫だろうか」など気になるとき
は、ぜひご利用ください。

　区民健診や職場健診などの機会のない区内在住の方を対象に、
胸部X線検査を実施します。
日時　9月28日（金）、10月2日（火）・4日（木）、いずれも午前9時～
午後4時（午前11時～午後1時を除く）
会場　中野区保健所（中野2－17－4）
☆当日直接会場へ。健康保険証は不要です

　高齢者は、せきやたんなどの典型
的な症状が出にくく、発見が遅れるこ
とがあります。近年は社会福祉施設
での集団感染も報告されています。
　65歳以上の方は、年1回、国保特
定健診・長寿健診等の胸部X線検査
を受けましょう。

　国内の感染症で、感染性胃腸炎に次いで死亡者が多い結核。昨年は、東京
都内で約2,000人、中野区内でも60人の新たな結核患者が発生しました。
　また発病した方の周りの方は、「接触者健診」で感染の有無を調べなければな
りません。発見が遅れて重症化すると、その対象範囲も広がります。昨年は、
区内新規患者数の約10倍の609人が接触者健診を受けました。
　結核の初期症状は、風邪に似たもので見過ごされがちです。2週間以上続く
せきやたん、発熱、倦怠感、胸の痛み、体重減少は、結核発病のサイン。
　早期に発見して治療しましょう。医療費のほとんどは国や自治体の助成が受け
られます。

結核予防担当（中野区保健所）   ☎（３３８２）６５７７   FAX（３３８２）７７６５

気になるときは保健所に相談を

結核健診
の

ご利用を

９月２４日
～３０日は
結核予防週間

見つかりにくい高齢者の結核

特定保健指導を利用して
メタボリックシンドローム
（メタボ）解消を目指しましょう

区民健診担当／６階
☎（３２２８）５５９９   FAX（３２２８）５６２６
　メタボ（内臓脂肪症候群）を放置する
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。
　中野区国保特定健診を受診しメタボ
の可能性があるとの結果が出た方のう
ち、まだ特定保健指導を利用していな
い方へ、「特定保健指導利用券」を順次
郵送します。
　この券を利用すると、医療機関等で、
保健師や管理栄養士、医師などの専門
スタッフから、食事や運動など生活習慣
の改善に向けた支援を継続的に受けら
れます。
　積極的に特定保健指導を受け、メタボ
の解消と健康的な生活を目指しましょう。

そのせき、
本当に風邪ですか

健康・
福祉

information

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

☆電話は午後5時半以降に
してください
☆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。

中野区準夜間こども救急診療

☆電話は午後５時半以降にしてください
☆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。
中野区準夜間こども救急診療

新渡戸記念中野総合病院／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院／
江古田３－１５－２
☎（３３８７）５４２１

受付時間受付時間
診 療 日診 療 日

受付時間受付時間
診 療 日診 療 日

診療時間診療時間 午後７時～１０時

月～金曜日（祝・休日を除く）
午後６時半～９時半

年中無休
午後６時半～９時４５分

新渡戸記念中野総合病院／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院／
江古田３－１５－２
☎（３３８７）５４２１

受付時間受付時間
診 療 日診 療 日

受付時間受付時間
診 療 日診 療 日

診療時間診療時間 午後７時～１０時

月～金曜日（祝・休日を除く）
午後６時半～９時半

年中無休
午後６時半～９時４５分

女性のための健康講座
「めざせ！理想のカラダ！
～筋力アップと骨づくり～」
中部すこやか福祉センター
中央３－１９－１
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７８９

　骨量測定後、骨
こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

や生活習慣病予
防などについて話を聞きます。筋力アッ
プの体操も実施。
日時　10月4日（木）午後1時半～4時
会場　中部すこやか福祉センター
対象　区内在住の18歳～64歳の女性
講師　竹内晃氏（ルーククリニック院長）他
申込み　9月6日から電子申請か、電話ま
たは直接、中部すこやか福祉センターへ。
電子申請＝10月2日まで、電話・窓口＝10
月3日まで。先着20人　☆一時保育（先着
6人）希望の方は、9月27日までにあわせ
て申し込みを

呼吸リハビリ教室
「やってみよう、
呼吸リハビリ体操！」
南部すこやか福祉センター
弥生町５－１１－２６（みなみらいず内）
☎（３３８０）５５５１　FAX（３３８０）５５３２

　息苦しさを和らげる呼吸筋ストレッチを
作業療法士などから学びます。誤

ご

嚥
えん

性
せい

肺
炎の感染予防についてのミニ講座も。
日時　10月11日（木）午後1時半～3時半
会場　スマイルなかの（中野5－68－7）
対象　区内在住で、呼吸器の病気がある
方とその家族、または関心のある方
申込み　9月6日から電子申請か、電話
または直接、南部すこやか福祉センター
へ。電子申請・電話・窓口＝10月10日
まで。先着25人

区報に
広告を
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20万部
を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

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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