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　帰宅後などには忘れ
ずに行いましょう。

手洗いと
うがいは
こまめに

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
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☆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

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

平成２８年度分の福祉タクシー
利用券・福祉ガソリン券を
３月２８日から受け取れます
障害者社会参画担当／１階
☎（３２２８）８８３２　FAX（３２２８）５６６０

　２月１6日時点で交付対象と思われる方
へは、区から申請書を郵送しています。
　申請済みの方には、３月下旬までに券
を郵送するので、窓口で改めて申し込む
必要はありません。
「福祉タクシー利用券」と「福祉ガソリン券
（※１）」の対象　所得が下記の基準額以
内で、次の①または②に該当する方
①身体障害者手帳（下肢・体幹・移動機
能障害１～３級、視覚・内部障害１・２級、
上肢障害１級）をお持ちの方
②愛の手帳（１・２度）をお持ちの方
リフト付福祉タクシー利用券（※２）の対象
　前記の福祉タクシー利用券の対象とな
る方のうち、外出時に常時車いすやスト
レッチャーを使用する方
☆いずれの券も、特別養護老人ホームに
入所中の方は交付対象外
※１　福祉ガソリン券＝平成２８年度新設。
区と契約のある区内給油所で、ガソリン
または軽油を給油した際の代金として使
用できる券。福祉タクシー利用券か福祉
ガソリン券のどちらか一つを選択
※２　リフト付福祉タクシー利用券＝車い
すやストレッチャーのまま乗車できるリフ
ト付福祉タクシーの予約料、迎車料、ス
トレッチャー使用料が無料になる券。運
賃は別途必要
所得基準額　障害のある方本人の場合
は、３６０万４，０００円。扶養親族等がいる
場合は、１人につき３８万円を加算（扶養
区分により、さらに１０万円～２５万円加算
できる場合あり）。これらの額を超える所
得があった場合は、交付対象外

４月に小学校に入学する
医療証をお持ちの

お子さんのいる世帯に
医療証を郵送します

子ども健康・医療担当／３階
☎（３２２８）８９３６　FAX（３２２８）５６５７

　現在「乳幼児医療証」（ 医療証）をお
持ちで４月に小学校に入学する年齢のお
子さんは、医療証の資格が「子ども医療
証」（ 医療証）に切り替わります。
　新たに申請する必要はありません。
　対象のお子さんの保護者宛てに、４月
から使える 医療証を３月中旬に郵送しま
す。
　現在、 医療証をお持ちでない方は申
請が必要です。手続きの方法などについ
て詳しくは、子ども健康・医療担当へ問
い合わせを。
☆区役所からの郵便物が届かず、返戻さ
れる方が多くなっています。確実な受領
にはポストへの名前表示をお願いします

☆７月３１日までの申請については平成２６
年中の所得を、８月１日以降の申請につ
いては平成２７年中の所得を基に交付
申込み　３月２８日から、本人または代理
人が、身体障害者手帳または愛の手帳、
福祉ガソリン券希望の方は自動車車検証
の写し、お持ちの場合は交付確認帳を
持って、以下の交付場所へ
交付場所　区役所１階障害福祉相談窓口、
地域事務所、すこやか福祉センター、障
害者福祉会館
交付枚数　申請月（今年の３月中に申請し
た場合は４月）～来年３月の月数に応じて、
福祉タクシー利用券＝１か月当たり１冊
（３，６００円）、福祉ガソリン券＝１か月当た
り１冊（３，０００円）、リフト付福祉タクシー
利用券＝１か月当たり車いす券８枚または
ストレッチャー券２枚

高次脳機能障害理解促進
セミナー
障害者地域自立生活支援センター「つむぎ」
☎（３３８９）２３７５　FAX（５９４２）５８１１

　高次脳機能障害は、交通事故や脳血管
障害などの病気で脳が損傷を受けた場合
に発症します。記憶や注意力、行動に関
わる障害です。
　この障害のリハビリに携わる専門医に、
普段の生活で生かせる簡単なリハビリ方
法などの話を聞きます。
日時　３月１３日（日）午後２時～４時
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）
対象　高次脳機能障害のある方とその家
族、支援者、関心のある方
申込み　３月６日～１２日に電話またはファ
クシミリ（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３０人

▲実物は薄いオレンジ色です

3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

３
月
６
日
（
日
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１

新渡戸記念中野総合病院 内・外・小・整・
脳神経外 中　央４－５９－１６ （３３８２）１２３１

つるた鷺ノ宮クリニック 内・皮 白　鷺１－７－１５　 （５３７３）８４６０
日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１
山田医院 産婦・小・内 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５
山本クリニック 内 弥生町３－２６－３ （３３７２）０００７
横山歯科診療所※ 歯 中　野２－１６－２６ （３３８１）６７６４

薬
局
アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１
くみあい保険薬局 中　央４－６０－７ （３３８３）５２５０

３
月
13
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
井上医院 内 松が丘１－２－１６ （３３８６）６１９４
新橋医院 内・消 新　井２－１０－３ （３３８５）２８００
澤江診療所 内・整・小・麻 中　央４－１－２２ （３３８３）１５２２
仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１
矢崎歯科医院※ 歯 大和町１－１２－７ （３３３８）２２９５

薬
局
むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

３
月
20
日
（
日
・
祝
）

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
藤原医院 産婦・内 東中野５－２０－１４ （３３７１）４５０６
東中野クリニック 内・神経内 東中野１－５８－１２ （３３６１）２７３２
中野中央クリニック 内・小 中　央２－５９－１８　２階（５３３２）５４２９
川崎歯科クリニック 歯 大和町１－６５－２　１階 （３３３９）８７２３
和田歯科医院 歯 東中野４－１０－１４ （３３６１）３７４０

薬
局
けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２
東京中央薬局 中　央２－５９－１８ （３３６２）１４４１

※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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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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