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江古田の森公開セミナー
「風邪に負けない身

か ら だ

体づくり
～栄養からのアプローチ～」
介護基盤整備担当／６階
☎（３２２８）５６３１　FAX（３２２８）５６６２

　免疫力を高める食事について、管理栄
養士から学びます。
日時　12月1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

区民健診は
来年２月２８日までに受診を
区民健診担当／６階
☎（３２２８）５５９９　FAX（３２２８）５６２６

　国保特定健診や各種がん検診など、区
民健診の今年度の受診期限は来年2月28
日です。
　期限が近付くと、医療機関が混み合っ
て受診できなくなる場合もあります。早
めに受診しましょう。

☆健診（検診）の種類によっては、区への
申し込みが必要。申込期限は来年２月８日
です。受診券を紛失した場合は再発行し
ます。手続きなどについて詳しくは、区
民健診担当へ問い合わせを
メタボリックシンドローム（メタボ）の疑
いがある方とその予備群の方へ
　国保特定健診を受けた方で、メタボ
ではないかと心配される結果が出た方へ

「特定保健指導利用券」を順次郵送して
います。この券を利用すると、医師や管
理栄養士から生活習慣改善のための支援

（特定保健指導）を受けられます。
　メタボのまま放置すると、自覚症状の
ないまま生活習慣病を進行させ、命に関
わる重大な病気（心筋梗

こう

塞
そく

や脳梗塞、糖
尿病の合併症）や認知症を引き起こす恐
れがあります。
　利用券が届いたら内容を確認し、早め
に利用してください。

協会けんぽ被扶養者の方へ　
～年に一度は健診を～
　全国健康保険協会（協会けんぽ）の被
扶養者（ご家族）で40歳～７４歳の方は、

「特定健診」を受診できます。年に一度
は健診を受けて、健康状態をチェックし
ましょう。受診方法などが不明な場合
は、協会けんぽ東京支部健診専用ダイ
ヤル☎（６８５３）６５９９（平日午前9時～午
後5時）へ問い合わせを。
☆区は、区民の健康増進や疾病予防を
推進するため、協会けんぽ東京支部と
覚書を締結しています

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
東京都医療機関案内サービス
「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

パネル展示
「ノロウイルスによる食中毒や
近年話題の食中毒に関する
トピックのご紹介」

　食中毒は、季節を問わず発生し
ます。特に冬から春にかけては、全
国で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

おう

吐
と

物や
便などに含まれるウイルスを吸い込
んだりすると、感染の危険がありま
す。
　注意のポイントを守って、食中毒
や感染を予防しましょう。

カキなどの二枚貝は、十分加熱を
　85～90℃で90秒以
上、中心部までしっかり
加熱しましょう。

調理・食事の前、トイレの後には、
しっかり手洗いを

　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。

嘔吐物などを片付けた後は、
塩素系消毒剤で消毒を

　片付けの際にはマスク
やゴム手袋などを着用し、
自分自身が感染しないよう
にしましょう。

❶

❷

❸

期間

会場

12月3日（月）〜28日（金）

中野駅ガード下ギャラリー
「夢通り」東側

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

感 染 予 防 の三つのポイント

ノロウイルス食中毒に要注意冬場に多発

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／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院／
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／
中央４－５９－１６
☎（３３８２）９９９１

総合東京病院／
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

11月20日〜12月5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）

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

11
月
23
日
（
金
・
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
やまぐち内科ハートクリニック 内 上鷺宮２－４－１ （３９７０）０７７０
小池小児科医院 小 若　宮３－２－１０ （３３３０）０７４３
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５
酒井医院 産婦 東中野３－６－１３ （３３７１）６７３０
田中歯科クリニック 歯 江古田４－２－３　１階 （５３８０）３６４０
景山歯科医院 歯 中　央２－５９－１１　１階（３３６７）３４５６

薬
局
わかみや薬局 若　宮１－４３－１１ （５３２７）３６６３
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５

11
月
25
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
中野の森クリニック 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１
おうじ内科・糖尿病クリニック内・小 中　野５－２６－８ （３３８８）１０２４
やまもと消化器内科クリニック内・消 本　町３－３１－７　１階 （５３０４）１１９５
まさみデンタルクリニック※ 歯 中　野４－２－１　４階 （３３８８）８３８３

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
２
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

いしい内科クリニック 内 沼　袋４－３１－１１　１階（５３４５）７６６７

くすのき診療所 内・外・
脳神経外 中　央２－７－８ （３３６１）００７２

本郷診療所 内 本　町４－２６－２ （３３８１）５４５６
たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５　１階 （３３８０）０３２５
サエグサ歯科医院※ 歯 沼　袋１－７－１３ （３３８５）３７５１

薬
局
けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２
ことぶき薬局中野中央店 中　央４－５９－１１ （５３８５）２９７１

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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