
広
　
告

しっかり
加熱しよう

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

食の安全・安心展
～あなたに忍び寄る食中毒と
その予防方法～
食品衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６４　FAX（３３８２）６６６７

　食中毒のリスクは、日常のさまざまな
場面で私たちが気付かないところにも潜
んでいます。
　みなさんに忍び寄る食中毒とその予防
方法をご覧ください。
日時　8月17日（木）～25日（金）の平日午
前8時半～午後5時
会場　区役所1階区民ホール
☆当日直接会場へ

肉の生食による食中毒に注意しましょう
　最近、鳥刺し、とりわさなど、肉の生
食によるカンピロバクター食中毒や腸管
出血性大腸菌食中毒が都内で発生して
います。
　牛レバーや豚肉（内臓を含む）は、生
食用としての販売が禁止されています。
鶏肉やその他の食肉も、生で食べると
食中毒になることがあります。「新鮮だ
から生でも安全」というのは間違いです。
全ての肉は、中心部まで十分に加熱し
てください。

従業員の健康のために
利用しませんか
「オフィス出張ストレッチ」
産業振興センター
☎（３３８０）６９４６　FAX（３３８０）６９４９

　肩凝り・腰痛改善ストレッチ、リフレッ

シュヨガなどを区内事業所のオフィス内で
スポーツクラブ講師に学びます。
　開催日時（9月11日～22日のいずれか
1日）、運動内容、定員などは相談して決
定します。
☆8月7日～21日に申し込みを受けた中 
から抽選で1社。内容などについて詳し 
くは、産業振興センター http://www. 
nakano-sangyoushinkou.jp/をご覧に
なるか、同センターへ問い合わせを

「姿勢づくりヨガ
～骨盤底筋を整えよう～」
中部すこやか福祉センター
中央３－１９－１
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７８９

　奇麗な姿勢づくりや骨盤底筋を整える
体力づくりを目指し、ヨガをインストラク
ターに学びます。
日時　9月1日（金）午後2時～3時
会場　中部スポーツ・コミュニティプラザ

（中部すこやか福祉センター敷地内）
対象　区内在住・在勤の18歳以上の方

☆3か月～11か月の乳児と一緒に参加可
申込み　8月7日午前9時から電子申請か、
電話または直接、中部すこやか福祉セン
ターへ。電子申請＝8月30日まで、電
話・窓口＝8月31日まで。先着30人（組）

呼吸リハビリ教室
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

　息苦しさを感じる呼吸器の病気や在宅
酸素療法について、話を聞きます。
日時　9月14日（木）午後1時～3時
会場　スマイルなかの（中野5－68－7）
対象　区内在住の、呼吸器の病気がある
方とその家族、または関心のある方
講師　杉原徳彦氏（仁友クリニック院長）
他
申込み　8月7日から電子申請か、電話
または直接、南部すこやか福祉センター
へ。電子申請＝9月12日まで、電話・窓
口＝9月13日まで。先着２５人

　交通事故（自損事故含む）や暴行など、他人
（第三者）の行為によって受けたけが等の治
療に必要な医療費は、加害者が過失割合に応
じて負担するのが原則です。健康保険は使え
ません。
　しかし、警察への届け出と同時に、加入し
ている健康保険へ届け出ることで、まずは健
康保険で診療を受けられます。
　その場合は、必ず事前に右記へ連絡して、
各担当に事故等の詳細を知らせ、提出書類な
どについての説明を受けてください。

☆上記以外の方は、加入して
いる健康保険へ連絡を

国民健康保険の加入者
＝国保給付担当／２階　
　☎（３２２８）５５０８　
　FAX（３２２８）５６５５
後期高齢者医療保険の加入者
＝後期高齢者医療担当／２階　
　☎（３２２８）８９４４　
　FAX（３２２８）５６６１

事故に遭ったら、
加入している健康保険へ届け出を

連絡先

※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

☆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内／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院内／
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内／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院内／
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

８月5日〜20日の休日当番医・当番薬局
月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

８
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）９９９１

司馬内科医院 内 大和町１－６５－２　２階 （３２２３）１７８５
おおくら内科 内 東中野５－１－１　３階 （５３３２）７６７６
山田医院 産婦・小・内 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５
仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１
江古田歯科クリニック※ 歯 江古田２－１９－８－１０１ （３３８９）６３５０

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

８
月
11
日
（
金
・
祝
）

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
つるた鷺ノ宮クリニック 内・皮 白　鷺１－７－１５　 （５３７３）８４６０
井上医院 内 松が丘１－２－１６ （３３８６）６１９４
堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５
ファースト歯科医院 歯 上高田３－４０－１０　２階（３３８５）３９１１
佐川歯科 歯 東中野１－４－７ （３３７１）６４８０

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

８
月
13
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

横畠病院 外・内 新　井１－３８－６ （３３８９）２５３１
小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３
新井五行堂醫院 内・漢 上高田２－９－１１ （３３８７）０８９３
藤原医院 産婦・内 東中野５－２０－１４ （３３７１）４５０６
仁友クリニック 内・小 本　町２－４５－１０ （３３７２）５１２１
林歯科医院※ 歯 中　野５－３０－６－２０９ （３３８７）１３５４

薬
局
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５
ことぶき薬局中野中央店 中　央４－５９－１１ （５３８５）２９７１

８
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
やまぐち内科
ハートクリニック 内 上鷺宮２－４－１ （３９７０）０７７０

宮医院 内・小 上高田３－１－１３ （３３８５）３１７７
白石医院 産婦・内・小 南　台２－１８－１０ （３３８４）５２５５
多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１
あつみ歯科※ 歯 沼　袋４－３４－１０ （３３１９）０８３５

薬
局
むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２
カメイ調剤薬局中野南台店 南　台２－９－３ （５３２８）２３１３

information

子ども・
子育て

健康・
福祉

information

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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