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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

東京都医療機関案内サービス
「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

「不妊専門相談」と
「ほっとピアおしゃべり会」
出産・育児支援担当／３階
☎（３２２８）５６２３　FAX（３２２８）５６５９

　妊娠や不妊治療などについて、産婦人
科医に個別相談できます。
　同じ経験のあるピアカウンセラーを交
えて、悩みや気持ちを話し合うおしゃべり
会も同日開催。両方に参加することも可
能です。区内在住の方が対象。
日程　11月28日（水）
会場　南部すこやか福祉センター（弥生
町5－11－26）
時間・内容・人数　
不妊専門相談＝午後2時半～4時45分　
☆一人当たり30分程度。先着3人
ほっとピアおしゃべり会＝午後2時半～4
時　☆先着15人程度
申込み　11月6日～ 26日に電子申請か、
電話または直接、出産・育児支援担当へ

保健指導相談もご利用を
　妊娠に向けた体づくりや不妊治療のこ
となどについて、区が委託した産婦人科
や泌尿器科の医療機関で、無料で相談で
きます。 ☆一人1回のみ。詳しくは、区

をご覧になるか、出産・育児支援担当
へ問い合わせを

健康講座
「笑顔でアンチエイジング」
北部すこやか福祉センター
江古田４－３１－１０
☎（３３８９）４３２３　FAX（３３８９）４３３９

　好感を持てる笑顔を保つために表情筋
のトレーニングを行います。
日時　12月5日（水）午後2時～3時半
会場　沼袋区民活動センター（沼袋2－40
－18）
対象　区内在住・在勤・在学の方
講師　宝田恭子氏（宝田歯科医院院長）
申込み　11月6日から電子申請か、電話
または直接、北部すこやか福祉センター
へ。電子申請＝12月3日まで、電話・窓
口＝12月5日まで。 先着50人　☆一時
保育（先着8人）希望の方は12月3日まで
にあわせて申し込みを

日本障害者歯科学会招待講演
と市民公開シンポジウム
健康企画担当／６階
☎（３２２８）８８２６　FAX（３２２８）５６２６

　自身も言語と上下肢に障害がある妹尾
信孝氏（日本福祉教育研究所理事長）の
講演と摂食・嚥

えん

下
げ

（飲み込む）機能が低下
しても住み慣れた自宅で療養することに
ついてのシンポジウムをご覧になれます。
どなたでも参加可。いずれも当日直接会
場へ。 ☆日本障害者歯科学会との共催
日時・内容　11月17日（土）講演会＝午
後1時10分～2時10分、市民公開シンポ
ジウム＝午後3時20分～5時20分
会場　サンプラザ大ホール（中野4－1－1）

講演会「成年後見制度におけ
る権利擁護の理念と考え方」
中野区成年後見支援センター
☎（５３８０）０１３４　FAX（５３８０）０５９１

　被後見人の権利を守る「権利擁護」とそ
の生活を支える「身上監護」の考え方につ
いて学びます。
日時　11月26日（月）午後2時～4時
会場　商工会館（新井1－9－1）
講師　綿

わた

祐
ゆう

二
じ

氏（日本福祉大学教授）
申込み　11月6日～22日（日曜日・11月
19日除く）に電話またはファクシミリ（氏 
名とふりがな、連絡先、講演会名を記入）
で、中野区成年後見支援センターへ。先
着70人

映画「シンプル・シモン」
上映会
障害者地域自立生活支援センターつむぎ
☎（３３８９）２３７５　FAX（５９４２）５８１１

　アスペルガー症候群の青年が主人公の
スウェーデン映画（２０１０年製作。日本語
吹き替え）を鑑賞し、発達障害についての
理解を深めましょう。
日時　１２月６日（木）午後２時～４時
会場　なかの芸能小劇場（中野５－６８－７）
対象　区内在住の障害のある方とその家
族・支援者、関心のある方
申込み　１１月６日～１２月５日に電話また
はファクシミリ（氏名、電話番号、配慮が
必要な場合はその内容を記入）で、「つむ
ぎ」へ。先着１００人

①糖尿病重症化予防講演会
「しのびよる透析の危機」
保健事業担当／６階
☎（３２２８）５４０８　FAX（３２２８）５６２６

　生活習慣病の一つである糖尿病は、
放置すると合併症を引き起こし、人工透
析治療が必要になる場合もあります。重
症化を防ぐためのポイントなどについて
学びます。
日時　11月17日（土）午後2時～4時
会場　中野区医師会館（中野2－27－17）
対象　区内在住・在勤の方
講師　溝口雅康氏（中野区医師会会長）他
☆当日直接会場へ。先着150人。駐車
場・自転車駐車場はありません。手話
通訳、要約筆記希望の方は、11月9日
までに電話またはファクシミリ（住所、氏
名とふりがな、電話・FＡＸ番号、要約筆
記の有無を記入）で、保健事業担当へ

②「楽しく運動、糖尿病予防!
～運動習慣からはじめる健康の第一
歩～」
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

　日常生活で簡単にできる、生活習慣
病予防に効果的な運動を健康運動指導
士に学びます。
日時　12月1日（土）午前10時～正午
会場　南部スポーツ・コミュニティプラザ

（みなみらいず内）
対象　区内在住の30歳～60歳代の方
申込み　11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＝11月29日まで、電話・
窓口＝11月30日まで。先着30人程度　
☆一時保育(先着6人)希望の方は11月
22日までにあわせて申し込みを

11月14日は世界糖尿病デー 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

11月5日〜20日の休日当番医・当番薬局

※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

11
月
11
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

武田内科クリニック 内・循 江原町３－５－１０－２０２ （３９５０）３８３６

竹下医院 内・小 野　方５－２２－８ （３３３９）６６５８

堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１

多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１

すぎうら歯科※ 歯 弥生町４－２２－１　１階 （５３４２）４７６７

薬
局
けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２

むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５

11
月
18
日
（
日
）

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

荻原医院 小 江古田２－１１－１０ （３３８８）５０５０

熊埜御堂耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉 上高田２－１－３ （５３４５）６２０１

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

田沼内科・小児科医院 小・内 本　町６－２３－３ （３３８０）２６２２

とりつかせい歯科医院※ 歯 鷺　宮１－２７－８　１階 （３３３７）８８１５

薬
局
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

中野中央薬局 中　央４－６０－５ （６３０４）８５３０

健康・
福祉

information

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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