
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

これまで受けていない方は
ぜひ肝炎ウイルス無料検査へ
保健予防担当（中野区保健所）
☎（３３８２）６５００　FAX（３３８２）７７６５

　Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスは感染しても自
覚症状がないことが多いため、多数の方
が感染に気付かずに過ごしていると言わ
れます。
　放置すると肝硬変や肝臓がんに進行す
ることもあり、早期発見・早期治療が大
切です。一度は検査を受けましょう。 
☆区民健診の対象者は、健診と一緒に肝
炎ウイルス検査を受けられます
日時　１１月１０日（金）、午前１０時からと
午後２時からの２回受け付け　☆12月以
降の毎月第１金曜日にも実施

会場　中野区保健所（中野２－１７－４）
対象　肝炎ウイルス検査を受けたことの
ない区内在住の方
申込み　各実施日の前日までに電話また
はファクシミリ（住所、氏名とふりがな、
電話番号、性別を記入）で、保健予防担
当へ

食の安全・安心懇談会
「本当に知っていますか？
食品添加物のこと」
食品衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６４　FAX（３３８２）６６６７

　食品の安全とは何か、安心を得るには
どうしたら良いのか、話を聞きます。
　また、これからの食の安全と安心につ
いて、参加者がグループに分かれて意見
交換を行います。
日時　１１月１４日（火）午後２時半～４時半
会場　産業振興センター（中野２－１３－１４）
対象　区内在住の方
講師　関澤純氏（ＮＰＯ法人食品保健科学
情報交流協議会理事長）

申込み　１０月２４日～１１月７日に電話か、
電子メール seikatukankyo@city.
tokyo-nakano.lg.jpまたはファクシミリ

（氏名とふりがな、年齢、電話番号、一
時保育希望の方はお子さんの氏名とふり
がな、月年齢、アレルギーの有無、緊急
連絡先、手話通訳希望の方はその旨も記
入）で、食品衛生担当へ。先着45人
☆一時保育（先着９人）・手話通訳希望の
方は、あわせて申し込みを

高齢者世帯・障害者世帯等の
方の住み替えを支援します
住宅政策担当／９階
☎（３２２８）５５８１　FAX（３２２８）５６６９

　区内の民間賃貸住宅にお住まいで、区
内の民間賃貸住宅への転居が困難な高齢
者世帯・障害者世帯などの方に、協力不
動産店の紹介や家賃債務保証制度を利用
するための支援をしています。
　適当な物件が見つからない場合には、
随時相談を受け付けています。詳しくは、
住宅政策担当へ問い合わせを。

10月20日〜11月5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

10
月
22
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

上高田クリニック 内・外 上高田１－８－１３ （５９４２）５８２２

あすかクリニック 内・循 中　野４－４－１１ （５３１８）６６１７

澤江診療所 内・小・外 中　央４－１－２２ （３３８３）１５２２

白石医院 産婦・内・小 南　台２－１８－１０ （３３８４）５２５５

水野歯科医院※ 歯 南　台４－５２－３ （３３８１）１３６６

薬
局
むさしの薬局新井店 新　井２－３－１５ （３３８８）３９８７
新中野調剤薬局 中　央４－１－３ （３３８１）００７７

10
月
29
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

橋本医院 内 野　方３－１５－３ （３３８９）０３５５

日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１

堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１

多田町診療所 内・呼・小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１

田中歯科クリニック※ 歯 江古田４－２－３　１階 （５３８０）３６４０

薬
局
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０
カメイ調剤薬局中野南台店 南　台２－９－３ （５３２８）２３１３

11
月
３
日
（
金
・
祝
）

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

美穂診療所 内・小 鷺　宮５－３－１４ （３９９０）１２０８

高梨医院 内・小 大和町４－１０－２１ （３３３７）６９８７

日吉医院 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１

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

山内歯科医院 歯 東中野４－４－３　２階 （３３６１）０５２６

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

11
月
５
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

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

塔ノ山医院 内 中　央２－１４－９ （３３７１）７１０６

新中野女性クリニック 産婦 本　町４－４８－２３ （３３８４）３２８１

三上歯科医院※ 歯 南　台３－３７－２７ （３３８４）０３８５

薬
局
わかみや薬局 若　宮１－４３－１１ （５３２７）３６６３
ライフ薬局 中　野２－１１－５ （３３８０）９３９３

※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）

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

断る勇気を持ちましょう
　危険ドラッグを使用すると、自分の心と
体を壊すだけではなく、家族や友人を巻
き込み、あなたの人生を台無しにします。
危険ドラッグに手を出さないためには「正
しい知識」と「断る勇気」が必要です。
　危険ドラッグの販売手口はインターネッ
ト、スマートフォンの利用など、巧妙になっ
ていますが、絶対に使用はやめましょう。

　衆議院議員選挙のため、両日とも会場を変更し、
区役所ではなく中野体育館（中野４－１１－１４）で実施
します（２１日＝男性、２２日＝女性）。ご注意ください。
☆休館日のため自動車や自転車は駐車できません

危険ドラッグの使用、
所持は犯罪です

　医薬品医療機器等法に基づく指
定薬物に該当する危険ドラッグは、
輸入、製造、販売、授与、所持、使
用、購入等が禁止されています。
　また東京都の条例においても、
都知事が指定した薬物を含む危険
ドラッグの販売、所持、購入、使用
等が禁止されています。

！ ！ ！

　危険ドラッグは、使用すると幻覚、幻聴、妄想、意識障害などの症状が起こり、死亡する場合もあります。麻薬
や覚醒剤と同じか、それ以上に心身に悪影響を与え、大変危険です。
　「お香」「バスソルト」「アロマ」などと称し、使用目的を偽装して販売されている場合もあり、注意が必要です。

絶対やめよう危険ドラッグ 医薬環境衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６３　ＦAX（３３８２）６６６７

　薬物乱用の恐ろしさについて、警視庁職員から聞きます。
　あわせて、区内の中学生が薬物乱用防止をテーマに制作した
ポスター・標語の入賞作品の表彰を行います。

第３１回
薬物乱用防止
中野区民大会

なかの芸能小劇場（中野５−６８−７）
☆当日直接会場へ。先着100人

１１月９日（木）
午後３時～５時

（２時半から受け付け）

日時 会場

危険ドラッグを使用すると
抜けられない悪循環に

　たった一度でも使用すると身体依
存が起こり、やめられなくなります。
　多幸感や幻覚などをもたらす一方
で、効果が切れると不安や疲労感な
どの症状が起こり、何度でも使用し
たくなる依存性と、それまでの量で
は効かなくなる耐性ができて、悪循
環にはまってしまいます。

１０月２1日（土）・２２日（日）の
胃がん検診会場を変更します
区民健診担当／６階　☎（３２２８）５５９９　ＦAX（３２２８）５６２６

information

子ども・
子育て

健康・
福祉

information

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

薬物乱用防止推進
中野地区協議会
最優秀賞のポスター

（北中野中学校２年・
山下迅

しゅん
さんの作品）▶

区施設へは、公共交通機関をご利用ください
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