
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

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

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

４
月
８
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

哲学堂石井内科医院 内・消 江古田１－１－４ （５９０６）５０１０

おうじ内科・糖尿病
クリニック 内・小 中　野５－２６－８ （３３８８）１０２４

中山レディスクリニック 産婦 東中野３－９－１４ （３３７１）２６７６

白石医院 産婦・内・小 南　台２－１８－１０ （３３８４）５２５５

桃園通り 村上歯科医院※ 歯 中　野３－２７－１５ （６３８２）８６１８

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

４
月
15
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

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

おおくら内科 内 東中野５－１－１　３階 （５３３２）７６７６

たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５

歯科奥村医院※ 歯 野　方６－１２－９ （３３３８）５４１８

薬
局

けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２

ライフ薬局 中　野２－１１－５ （３３８０）９３９３

身体障害・知的障害の
ある方などは
都営交通無料乗車券の更新を
障害者社会参画担当／１階
☎（３２２８）８８３２　FAX（３２２８）５６６０

対象　有効期限を迎える都営交通無料乗
車券を持ち、次のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳か愛の手帳を持ってい
る
②戦傷病者手帳を持っている
③被爆者健康手帳と、厚生労働大臣（厚
生大臣）の認定書または健康管理手当証
書を持っている
④生活保護受給世帯
⑤児童扶養手当受給世帯
⑥中国残留邦人等に対する支援給付を受
けている（またはその方の配偶者）
⑦児童養護施設などに入所している
☆いずれも、シルバーパスを持っている方
は対象外。④⑤は世帯で１人のみ発行可
申込み　現在お持ちの都営交通無料乗
車券と、前記①～⑦の資格を確認できる
手帳や認定書、受給者証明書などを持っ
て、有効期限の切れる月の１日以降に下
記の場所へ
磁気式の都営交通無料乗車券をお持
ちの方
　すこやか福祉センター、地域事務所、
区役所１階障害福祉相談窓口へ。
ＩＣカード式（Ｐ

パ ス モ

ＡＳＭＯ）の都営交通無料
乗車券をお持ちの方
　①～③の方は、直接、都営地下鉄の定

期券発売所へ（有効期限経過後、１２か月
までは同様の手続き可）。
　④～⑦の方は、次の窓口で更新確認書
を受け取ってから、都営地下鉄の定期券
発売所へ。
更新確認書の発行窓口　すこやか福祉セ
ンター、地域事務所、区役所内の各担当
窓口（④⑥＝２階生活援護呼び出し窓口、
⑤＝３階子ども総合相談窓口、⑦＝１階障
害福祉相談窓口）　☆区内には、都営地
下鉄の定期券発売所はありません。大江
戸線の新宿駅・新宿西口駅・練馬駅など
のご利用を
☆ＩＣカード式（ＰＡＳＭＯ）の都営交通無料
乗車券をお持ちの④～⑦の方で、有効期
限が過ぎた場合は、いったん区で磁気式
の券の発行を受けてから、ＩＣカードとと
もに都営地下鉄の定期券発売所へ持参し
て手続きを

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（住み替え）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。

東京総合保健福祉センター
江古田の森公開セミナー
「安全に外出しよう～外出する
ための注意点とは～」
介護基盤整備担当／６階
☎（３２２８）５６３１　FAX（３２２８）５６６２

　介護・福祉・医療を学びたい方などが
対象です。高齢者が外出するための注意
点を介護福祉士に学びます。
日時　4月28日（土）午後2時～ 3時
会場・問合せ先　
東京総合保健福祉センター江古田の森

（江古田3－14－19）　☎（５３１８）３７１１
☆当日直接会場へ。先着50人程度

点字講習会（基礎編）
障害者福祉会館
沼袋２－４０－１８
☎（３３８９）２１７１　FAX（３３８９）２１７５

　点字ボランティア育成のための講習会
です。
日時　５月９日～７月１１日の毎週水曜日、
午前１０時～正午。全１０回
会場　障害者福祉会館
対象　区内在住・在勤・在学の方
参加費　２，５００円程度（教材費）
申込み　４月６日～５月８日の平日に電話
またはファクシミリ（「点字講習会［基礎編］
受講希望」、住所、氏名とふりがな、電
話番号を記入）で、障害者福祉会館へ。
先着２０人

従業員の健康づくりにご利用を
「オフィス出張ストレッチ」
産業振興センター
☎（３３８０）６９４６　FAX（３３８０）６９４９

　区内事業所のオフィス内で、肩凝り・
腰痛改善ストレッチ、リフレッシュヨガな
どをスポーツクラブ講師に教わります。
　開催日（５月１４日～２５日の平日いずれ
か１日）、時間、運動内容、定員などは相談
して決定。利用について詳しくは、産業振
興センター をご覧になるか、同センター
へ問い合わせを。　☆４月６日～20日に
申し込み受け付けの上、抽選で１社

在宅療養相談窓口をご利用ください
電話で気軽に相談できます
専用電話番号　☎（３２２８）５７８５

事業の問合せ先　在宅医療介護連携推進担当／５階　
☎（３２２８）８９４９　FAX（３２２８）８７１６

　医療や介護を受けながら在宅で生活する方が相談できる専用窓口が
できました。専門の相談員が電話で対応します。相談内容に応じて、
必要な情報の提供や医療・介護への橋渡しのお手伝いもします。ご利用ください。
対象　在宅で療養している、または検討している方
☆本人だけではなく、家族、ケアマネジャー等医療・介護関係者も相談できます

　中野区歌「未来カレンダー F
フ ォ ー エ バ ー

orever 
N
な か の

akano」に合わせてどなたでも取り
組める「なかの元気アップ体操」。介護
予防や認知症予防に役立ちます。
　この体操の映像は区 でご覧になれ
る他、収録したＤＶＤは地域の活動団
体・グループに区役所5階介護予防体
制整備担当で配布しています。
　活動の中に、この体操を取り入れて
みませんか。
☆受け取りには団体情報の記入が必要

「なかの元気アップ体操」ＤＶＤの活用を
介護予防体制整備担当／５階　
☎（３２２８）８９４９　FAX（３２２８）８７１６

▲DVDのジャケット。中野区歌に合
わせて気軽に取り組める体操です

4月5日〜 20日の休日当番医・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）
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在宅療養を
サポートします

HP
詳しく

で

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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