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（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
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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）。
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

☆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

６５歳以上７５歳未満で
一定の障害のある方へ
「障害認定」を受けると後期高
齢者医療制度に加入できます
後期高齢者医療担当／２階
☎（３２２８）８９４４　FAX（３２２８）５６６１

　後期高齢者医療制度の被保険者（加入
者）は、一般的には７５歳以上の方です。
　ただし、次の条件に当てはまる６５歳以
上７５歳未満の方も、申請して東京都後期
高齢者医療広域連合の「障害認定」を受け
ることで、後期高齢者医療制度に加入で
きます。
条件　次の①～⑥のいずれかをお持ちの
方
①国民年金証書（障害年金１・２級）
②身体障害者手帳１～３級
③同手帳４級の一部（次のいずれかに該当
する方）
●下肢障害４級１号（両下肢の全ての指を
欠くもの）
●下肢障害４級３号（１下肢を下

か

腿
たい

２分の１
以上で欠くもの）
●下肢障害４級４号（１下肢の著しい障害）
●音声・言語機能障害
④精神障害者保健福祉手帳１・２級
⑤東京都愛の手帳１・２度
⑥国家公務員共済組合法等の法令による
障害年金証書等
☆当てはまる方は、後期高齢者医療担当
へ相談を
障害認定を受けた場合
　それまで加入していた健康保険を脱退
し、認定を受けた日から後期高齢者医療
制度に加入することになります。
　保険料や窓口での医療費の自己負担割
合が、加入の前後で変わる可能性があり
ます。
　また、加入していた健康保険や世帯状
況などによっては、負担が増える場合も
あるので、ご注意ください。
☆加入しても、７５歳の誕生日前であれば
脱退可能

障害のある方へ
合唱入門講座にご参加を
障害者福祉会館
沼袋２－４０－１８
☎（３３８９）２１７１　FAX（３３８９）２１７５

　障害のある方を対象とした、発声の基
礎を学ぶ講座です。簡単な合唱も。
日時　３月１日（火）午後１時～３時
会場　障害者福祉会館
対象　区内在住・在勤の、障害のある方
申込み　２月２２日～２９日に電話か（平日
午前９時～午後５時）、住所、氏名とふり
がな、電話番号、障害の種類を書いて
電子メール na_shoukan@ikuseikai-
tky.or.jpまたはファクシミリで、障害者
福祉会館へ。先着１５人
☆障害の程度によっては、介助者の同行
をお願いする場合があります

障害者虐待防止啓発セミナー
障害者相談支援担当／１階
☎（３２２８）８７０６　FAX（３２２８）５６６５

　障害者に対する虐待の防止や早期発見
のために、区内在住の方や障害者施設の
職員などを対象にセミナーを開催します。
日時　3月23日（水）午後5時15分～ 7時
15分
会場　区役所7階会議室
講師　市川和彦氏（会津大学短期大学部
社会福祉学科教授）
☆当日直接会場へ。先着50人

３月１日～８日は
女性の健康週間です
健康づくり担当／６階
☎（３２２８）８８２６　FAX（３２２８）５６２６

　乳がんや子宮がんなど、女性特有の病

気や症状についてのパネル展などをご覧
になれます。
　妊娠、出産、更年期など、ライフス
テージとともに変化する心や体を知り、
日々の健康づくりに生かしましょう。
　東京工芸大学デザイン学科の協力によ
り制作したポスターの展示も行います。
期間　３月１日（火）～８日（火）
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」

点字版・音声版
「わたしの便利帳」のご利用を
広報担当／４階
☎（３２２８）８８０３　FAX（３２２８）５６４５

　区が発行している冊子版「わたしの便利
帳」では情報を得られない、視覚障害の
ある方向けに、点字版・音声版を作成し
ています。ぜひご利用を。
　知り合いに視覚障害のある方がいたら、
このことをお知らせください。
点字版
　3月14日から、区役所１階障害福祉相
談窓口、中野ボランティアセンター、障
害者福祉会館、中央図書館でご利用にな
れます。点訳データは、区 からダウン
ロードできます。
音声版
　ＣＤ版（デジタル録音図書デイジー規
格）、カセットテープ版の2種類があります。
　身体障害者手帳１・２級の視覚障害の
ある方は、いずれか希望するものを郵送
で受け取れます。
　申し込み方法などについて詳しくは、２
月２２日～３月11日の平日に、区が業務を
委託している中野区障害者福祉事業団☎︎
（３３８８）２９４１へ問い合わせを。
☆３月12日以降の問い合わせは、広報担
当へ

2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

２
月
21
日
（
日
）

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

哲学堂石井内科医院 内 江古田１－１－４ （５９０６）５０１０

小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３

寺田内科医院 内・皮 本　町３－３２－２２　２階（３３７２）８２６６

多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１

大久保歯科クリニック※ 歯 野　方６－４－１　２階 （３３３０）４１４４

薬
局
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

本町薬局 中　央３－３１－１ （３３８１）１８９８

２
月
28
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

いしい内科クリニック 内 沼　袋４－３１－１１　１階（５３４５）７６６７

堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１

セイメイ内科 内・循 中　央１－２５－５ （５３８９）２９７２

江古田歯科クリニック※ 歯 江古田２－１９－８－１０１ （３３８９）６３５０

薬
局
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５

フジ薬局 野　方４－１９－２ （３３８６）８８５４

※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）
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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

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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