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気になったら、一人で悩まずに検査・相談を
保健予防担当（中野区保健所）　☎（３３８２）６５００　FAX（３３８２）７７６５

　エイズは、ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス）の
感染により体の免疫力が低下する病気で
す。病状が進行すると、健康な時にはほと
んど発病することのない病原体（ウイルス、
細菌、カビなど）に感染（日和見感染）して、
さまざまな病気を発症します。
　国内ではここ数年、年間１,５００人前後の
ペースで新規感染者・患者が増え続けてい
ます。
　ＨＩＶに感染しても、エイズを発症するまで
自覚症状はほとんどありません。感染が分
かったら、適切な時期に適切な治療を開始
することで、エイズの発症を防ぎ、健康な状
態で長く生きられるようになっています。
　少しでも感染の不安があったら、血液検
査（ＨＩＶ抗体検査）を受けましょう。
　右の検査・相談は、いずれも匿名・無料
で利用できます。

　結果が陰性の場
合は、当日中にその
旨を知ることができ
ます（判定保留の場
合は後日）。検査項
目はＨＩＶのみ。相談
もできます。

即日検査・
相談

通常検査・
相談

　結果は２週間後に
分かります。ＨＩＶと
同時に、クラミジア
と梅毒の検査も受
けられます。

東京都エイズ電話相談　☎（３２９２）９０９０
　平日＝午前９時～午後９時、土・日曜日、祝日＝午後２時～５時
エイズ予防財団・エイズ電話相談
　　０１２０（１７７）８１２　☆携帯電話からは☎（５２５９）１８１５へ
　平日のみ、午前１０時～午後５時（午後１時～２時を除く）

電話相談
☆検査は
　行って
　いません

１２月１日は
世界エイズデー

日時　１２月～来年３月の毎月第2・第4水曜日（12
月は第２水曜日のみ）、午後１時半～２時４０分
申込み　検査の前日までに電話（聴覚障害のある
方はファクシミリ番号を記入してファクシミリ）で、
保健予防担当へ

日時　１２月4日、来年２月5日、いずれも日曜日　
☆予約の際に、来所時間を指定します
申込み　検査実施日直前の金曜日までに電話で、
事業委託先のＮＰＯ法人アカー☎（６３８２）６１９０へ
☆平日の正午～午後８時に受け付け（来年２月分は
１月５日から）。聴覚障害のある方はファクシミリ番
号を記入してファクシミリで保健予防担当へ

　８５～９０℃で９０秒以上、中心部までしっかり加熱しましょう。

による
食中毒に要注意
ノロウイルス

おう と

　食中毒は、季節を問わず発生しますが、特に冬から春にかけては、ノロウイルスに
よる食中毒が多発します。
　ノロウイルスに汚染された二枚貝を生で食べたり、患者の嘔吐物や便などに含まれ
るウイルスが空気中に飛散したりすると、感染が広がります。
　注意点を守って、食中毒や感染を予防しましょう。

期間　12月2日（金）～来
年１月５日（木）　
会場　中野駅ガード下
ギャラリー「夢通り」東側
☆スイセン、イヌサフラン
などの有毒植物について
も、写真でご覧になれま
す。当日直接会場へ

感染予防の三つのポイント

食品衛生担当
（中野区保健所内）　
☎（３３８２）６６６４　
FAX（３３８２）６６６７

「ノロウイルスによる
食中毒の特徴やジビエ
（野生鳥獣肉）に潜む
食中毒のリスク」

　ウイルスに感染しても症状が出ない場合があります。手洗
いを十分にして、周囲に感染を広げないようにしましょう。

　片付けの際にはマスクやゴム手袋などを着用し、ウイルス
の飛散を防ぐため塩素系消毒剤を使いましょう。

カキ、シジミなどの
二枚貝は、十分加熱を

調理・食事の前、トイレの後には、
しっかり手洗いを

嘔吐物などを片付けた後は、
塩素系消毒剤で消毒を

パネル展示

冬場に
多発

８５～９０℃

「平成２８年度臨時福祉給付金」
「障害・遺族年金受給者向け
給付金」の申請は１２月２８日（水）
までに（当日の消印有効）
臨時福祉給付金担当／７階　
専用ダイヤル　☎（３２２８）５４４８　
☆平日午前９時～午後５時　
FAX（３２２８）８０４２

　申請がまだお済みでない方は、至急
申請をしてください。対象と思われるに
もかかわらず申請書が届いていない場合
は、問い合わせを。

information

子ども・
子育て

健康・
福祉

information

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

11・12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

11
月
20
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
白浜医院 内 大和町２－６－７ （３３３９）６４２４
日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１
あすかクリニック 内・循 中　野４－４－１１　８階 （５３１８）６６１７
多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１
蒲生歯科医院※ 歯 鷺　宮３－１９－５　２階 （３３３０）０６４８

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

11
月
23
日
（
水
・
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
哲学堂石井内科医院 内・消 江古田１－１－４ （５９０６）５０１０
司馬内科医院 内 大和町１－６５－２　２階 （３２２３）１７８５
くすのき診療所 内・外・脳神経外 中　央２－７－８ （３３６１）００７２
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５
おだ歯科医院 歯 鷺　宮３－７－７　１階 （６３８３）０２１８
中島歯科 歯 本　町４－４４－１４　２階（３３８２）１７０４

薬
局
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５
パレット薬局中野坂上店 中　央２－２－２２ （６９１４）００１７

11
月
27
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
かみさぎキッズクリニック 小・小外 上鷺宮３－８－１４ （３５７７）８４００
中村医院 内 野　方６－１－２ （３３３６）１８５９
近藤泌尿器科内科クリニック 内・泌 東中野１－５１－１ （３３６２）１７７７
やなだクリニック 泌・内 弥生町６－２－２０ （５３４２）９５１１
ジョージ歯科※ 歯 中　野３－３４－３１　３階（３３８４）１３８４

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

12
月
４
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

井上医院 内 松が丘１－２－１６ （３３８６）６１９４
小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３
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
しらさぎ歯科医院※ 歯 白　鷺２－１０－１０ （３２２３）８８１７

薬
局
アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１
中野中央薬局 中　央４－６０－５ （６３０４）８５３０

※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）

☆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

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）

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）。

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

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

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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