
門医から骨
こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

についての話を聞きま
す。
日時　６月３０日（木）午後１時半～３時半
会場　鷺宮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）
申込み　５月２３日～６月２８日に電子申請
か、電話または直接、鷺宮すこやか福祉
センターへ。先着２０人　☆一時保育希望
の方は、あわせて申し込みを。先着６人

申込み　５月２１日～６月２２日に電話で、
地域生活支援センターせせらぎへ。先着
１０人

女性のための健康講座
鷺宮すこやか福祉センター
若宮３－５８－１０
☎（３３３７）８４５０　FAX（３３３０）１３４０

　骨量測定やカルシウム食事バランス
チェック・唾

だ

液
えき

のチェックを行った後、専

５・６月の休日当番医・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）

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

☆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

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

５
月
22
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
新井五行堂醫院 内・漢 上高田２－９－１１ （３３８７）０８９３
小金澤医院 内・循 江原町３－３５－８ （３９５１）５６２１
山田医院 産婦・小・内 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５
堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１
橋本歯科医院※ 歯 野　方３－１８－１９ （３３８９）２８２３

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

５
月
29
日
（
日
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１
中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６
財満皮膚科医院 皮 新　井１－３４－１７－１０２（３３８８）５２８８
白浜医院 内 大和町２－６－７ （３３３９）６４２４
赤沢医院 内 中　野５－３３－２８ （３３８７）１８１１
多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１
長井歯科医院※ 歯 本　町６－２６－１４ （３３８０）２３７１

薬
局
アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

６
月
５
日
（
日
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１

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
くり小児科内科 小・内 野　方４－２２－３ （５３４５）６１６６

くすのき診療所 内・外・
脳神経外 中　央２－７－８ （３３６１）００７２

白石医院 産婦・内・小 南　台２－１８－１０ （３３８４）５２５５
歯科奥村医院※ 歯 野　方６－１２－９ （３３３８）５４１８

薬
局
フジ薬局 野　方４－１９－２ （３３８６）８８５４
パレット薬局中野坂上店 中　央２－２－２２ （６９１４）００１７

健康講座
「やってみよう、ストレッチ」
地域生活支援センターせせらぎ
☎（３３８７）１３２６　FAX（３３８７）１３４７

　精神障害のある方とその家族、支援
者、関心のある方が対象です。
　気分転換や運動不足の解消に、毎日で
きる簡単なストレッチを学びます。
日時　６月２３日（木）午後１時半～２時半
会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）

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

健康・
福祉

information information

子ども・
子育て・教育

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

　 健康的な生活を送るため、
　　 区民健診（検診）を受けましょう

☆「健診」は総合的な健康診断に、「検診」は
主に特定疾患を対象とした検査に、それぞ
れの字を当てて表記しています

▲受診券などは、A4サイズの
　茶封筒で5月末頃郵送します

　申込期間内に電子申請か、
電話、郵送（健診申込書か
ハガキに、希望する健診名、
氏名、住所、生年月日、電
話番号を記入）または直接、
区民健診担当（中野区保健
所）へ。直接の場合、地域事
務所とすこやか福祉センター
でも受け付け。申込期間内
は、区 から健診申込書を
ダウンロードできます。
　申し込み後、1週間程度で
受診券などを郵送します。

自己負担金が免除さ
れる場合があります

　生活保護受給世帯、中国
残留邦人の方、平成27年度 
特別区民税非課税世帯の方

（同26年分の所得について
世帯全員が非課税の場合）
は、自己負担金が免除にな
り無料で受診できます。
　ただし、該当する方で、受
診券の自己負担金欄に「免
除」の記載のない場合は、免
除申請の手続きが必要です。
申請方法などについて詳しく
は、区民健診担当へ問い合
わせを。

健診（検診）の名称
☆（　）内は自己負担金

　　　　 対象年齢・条件
☆年齢基準日は来年3月31日

健康づくり健診 （５００円）35歳～39歳の方と、40歳以上の生活保護受給
中の方など

大腸がん検診 （２００円）40歳以上
胃がん検診（胃部Ｘ線検査）

 （1,000円）40歳以上　☆2年に1回受診

子宮頸
けい

がん検診  （1,000円）20歳以上の女性　☆2年に1回受診
乳がん検診 （1,000円）40歳以上の女性　☆2年に1回受診
成人歯科健診  （200円）35歳～75歳　☆71歳～ 75歳は今回から対象

肝炎ウイルス検査 （無料）
☆申し込み先は医療機関

過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない４0
歳以上の方で、 健康づくり健診・ 国保特定健
診・ 長寿健診のいずれかを受診する方

健診（検診）の名称
☆（　）内は自己負担金

　　　　 対象年齢・条件
☆年齢基準日は来年3月31日

国保特定健診 （500円）40歳～75歳の中野区国民健康保険加入中の方
長寿（後期高齢者）健診

 （500円）後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方

眼科検診 （400円）45歳・55歳・65歳　☆65歳は今回から対象
胃がんハイリスク診査

 （500円）
40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・
70歳・75歳

申込期間

申込み

受診期間6月１日（水）～来年2月10日（金） 6月１日（水）～来年2月28日（火）

申し込みと受診が６月１日に始まります

区民健診を受けましょう

区への申し込みが、原則として必要なもの
　平成26年度・同27年度に受診・申し込みをした方には、受診券などを郵送します。
　2回連続で受診しなかった場合は、受診券を郵送しません。再度申し込みをしてく
ださい。

区への申し込みが、不要なもの
　対象の方には受診券などを郵送するので、届いたら中身を確認して受診を。

区民健診担当（中野区保健所）／中野２ー１７ー４
☎（６３０４）８０９１・２　FAX（３３８２）７７６５

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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