
12月1日から　風しん抗体検
査・予防接種費用助成の
対象を拡大しました
保健予防担当（中野区保健所）
☎（３３８２）６５００　FAX（３３８２）７７６５

　免疫の無い女性が妊娠初期に風しんに
感染すると、胎児が先天性風しん症候群
にかかる恐れがあります。
　首都圏では風しんにかかる方が増えて
います。感染の広がりを抑制するため、
12月から風しん抗体検査と予防接種費用
助成の対象者を拡大しました。この機会
に、まずは抗体検査を受けましょう。
風しん抗体検査
対象　区内在住で次のいずれかに該当す
る方
①妊娠を予定または希望している19歳以
上の女性
②上記①または妊婦と同居している19歳
以上の方（性別問わず）
③30歳～59歳の男性
☆検査は無料
風しん予防接種
対象　風しん抗体検査の結果、予防接種
を受けた方が良いと医師が認めた方
自己負担額　各医療機関で定めた額から
助成額6,000円を差し引いた額
☆随時受け付け。助成制度を利用する場
合は、接種前に中野区保健所で「抗体検
査助成券・予防接種予診票」の交付を受
け、区内指定医療機関に持参してくださ
い。手続きなどについて詳しくは、区
をご覧になるか、保健予防担当へ問い合
わせを

高齢者世帯・障害者世帯の方
の住み替えを支援します
住宅政策担当／９階
☎（３２２８）５５８１　FAX（３２２８）５６６９

　民間賃貸住宅などにお住まいで、区内
の民間賃貸住宅への転居（住み替え）が困
難な高齢者世帯・障害者世帯などの方に、
協力不動産店の紹介や家賃債務保証制度
を利用するための支援をしています。
　適当な物件が見つからない場合は、ご
相談ください。詳しくは、住宅政策担当
へ問い合わせを。

肝炎ウイルス検査がまだの方
は無料で受けられます
保健予防担当（中野区保健所）
☎（３３８２）６５００　FAX（３３８２）７７６５

　B型・C型肝炎ウイルスは、感染しても
自覚症状がないことが多いため、多くの
方が感染に気付かずに過ごしていると言
われています。
　早期に発見して治療を受けることで、肝
炎の進行を防ぐことができ、完治も期待
できます。肝炎ウイルス検査を受けたこと
がない方は、必ず検査を受けましょう。
日時　毎月第1金曜日（ただし1月は11
日）、午前10時からと午後2時からの2回
受け付け
会場　中野区保健所（中野2－17－4）
対象　肝炎ウイルス検査を受けたことの
ない区内在住の方　☆区民健診の対象
となる40歳以上の方は、健診と一緒に
肝炎ウイルス検査を受けられます。区民
健診について詳しくは、区民健診担当☎
（3228）5599へ問い合わせを
申込み　各実施日の前日までに電話また
はファクシミリ（住所、氏名とふりがな、電
話番号、性別を記入）で、保健予防担当へ

講演会「はじめの一歩 
ユニバーサルデザイン 
心のバリアフリーをめざして」
障害者社会参画担当／1階
☎（３２２８）８８３２　FAX（３２２８）５６６０

　障害者自立支援協議会セミナーとして、
障害のある人もない人も、全ての人が暮
らしやすい中野にするための考え方「ユニ
バーサルデザイン」について話を聞きま
す。
日時　1月11日（金）午後2時～4時半（1
時半開場）
会場　産業振興センター（中野2－13－
14）
講師　廣瀬圭子氏（ルーテル学院大学総
合人間学部専任講師）
申込み　12月6日～27日に電話または
ファクシミリ（氏名、連絡先、配慮が必要
な方はその内容を記入）で、障害者社会
参画担当へ。先着96人

南部健康まつり
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

　事前申込み制でボッチャやピラティス、
エアロビクスを体験できます。複数種目
の参加も可能です。　☆申込み不要の血
管年齢測定もあり。当日午後1時～5時
（0時半に受け付け開始）に直接会場へ
日時・内容・人数　1月13日（日）、ボッ
チャ（先着50人）＝1時10分～2時40分、

ピラティス（先着50人）＝2時50分～3時
50分、エアロビクス（先着100人）＝4時
～5時
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・在勤・在学の方
申込み　12月6日～1月１２日に電話また
は直接、南部スポーツ・コミュニティプラ
ザ☎（５３４０）７８８１へ。一時保育（先着6
人）希望の方は、1月4日までにあわせて
申し込みを

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

妊娠中の方へ
「かんがるープラン」を作って
ギフト券を
受け取りましょう
　区内在住の妊婦さんを対象に、すこや
か福祉センターまたは自宅で、専門相談
員が面接（かんがるー面接）をします。
　みなさんが安心して子育てできるよう、
要望に応じて一人ひとりに適したサービス
情報を提供し、必要な支援について一緒
に考え、「かんがるープラン」を作成しま
す。
　面接してプランを作成した妊婦の方に
は、妊娠・子育て応援ギフト券（1万円相
当）を贈呈。ぜひ活用を。
問合せ先のすこやか福祉センター
　平日＝午前8時半～午後7時、土曜日＝
午前8時半～午後5時に利用できます。
①南部／弥生町5－11－26
　☎（3380）5551　FAX（3380）5532
②中部／中央3－19－1
　☎（3367）7788　FAX（3367）7789
③北部／江古田4－31－10
　☎（3388）0240　FAX（3389）4339
④鷺宮／若宮3－58－10
　☎（3336）7111　FAX（3336）7134
☆お住まいの地域を担当するすこやか福
祉センターが分からない場合は、区 で
確認するか、②中部すこやか福祉センター
へ問い合わせを

information

子ども・
子育て・教育

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

12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

12
月
9
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

やじまクリニック 小 若　宮２－１－２３ （３３３９）１８１１

山田医院 産婦・小・内 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５

武医院 外・小・皮 東中野１－５９－１４ （３３６８）８５９７

仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１

水野歯科医院※ 歯 南　台４－５２－３ （３３８１）１３６６

薬
局
むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２

ライフ薬局 中　野２－１１－５ （３３８０）９３９３

12
月
16
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

上高田ちば整形外科・小児科 小・内・外 上高田１－８－１３ （３２２８）１５５５

サンモールクリニック 内・外 中　野５－６５－１２ （５３４５）５７６７

塔ノ山医院 内 中　央２－１４－９ （３３７１）７１０６

多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１

神戸歯科医院※ 歯 沼　袋２－１０－７ （３３８６）０６４８

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

　帰宅後には
忘れずに行い
ましょう。

感染症の予防を
手洗い うがい で

健康・
福祉

information
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詳しく

で
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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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