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相談ご希望の方は、事前に電話又は
メールにてご予約ください。

yoshihara@ry-law.com

「環境省熱中症対策シンポジ
ウム」の区内中継会場へ
お越しください
保健予防係（中野区保健所）
中野２－１７－４
☎（３３８２）６５００　FAX（３３８２）７７６５

　医学やスポーツ、暮らしに関する専門
家に、熱中症の基礎的な知識やスポー
ツ・イベントでの対策、夏の快適な過ご
し方など、熱中症対策に役立つ話を聞け
ます。
日時　６月３日（月）午前１０時～午後３時半
会場　なかのＺ

ゼ ロ

ＥＲＯ西館（中野2－9－7）
☆プログラムや申し込み方法などについ
て詳しくは、環境省熱中症予防情報サイ
ト http://www.wbgt.env.go.jp/か、
保健予防係で配布している申込用紙をご
覧ください

は直接、保健企画係へ
☆必要に応じて面接を実施。応募の要件
などについて詳しくは、区 をご覧にな
るか、保健企画係へ問い合わせを

５月３１日は世界禁煙デー
５月３１日〜６月６日は禁煙週間
保健企画係（中野区保健所）
☎（３３８２）２４２８　FAX（３３８２）７７６５

　肺がんや心筋梗
こう

塞
そく

、くも膜下出血な
ど、命にかかわる病気の原因になるたば
こ。吸う人だけではなく、周囲の人々の
健康にも悪影響を及ぼします。
　これを機に、「禁煙習慣」を身に着けま
しょう。
世界禁煙デーパネル展
期間　５月１５日（水）～３１日（金）
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」
中野駅付近でのキャンペーン
日時　５月３１日（金）午前１０時～１１時
☆雨天中止

健康経営「気分スッキリ！
リフレッシュヨガ」
産業振興センター
中野２－１３－１４
☎（３３８０）６９４６　FAX（３３８０）６９４９

日時　６月１３日（木）午後７時～８時
会場　産業振興センター
対象　区内在住・在勤の方
申込み　５月７日から産業振興センター
で申し込むか、電話、ファクシミリ（氏名
とふりがな、電話番号、メールアドレス
を記入）または直接、同センターへ。先着
１５人

健康づくりパートナー募集
保健企画係（中野区保健所）
☎（３３８２）２４２８　FAX（３３８２）７７６５

　区や地域の団体が主催する健康づくり
（食育、糖尿病予防、がん対策等）に関
する普及啓発イベントに無償で協力でき
る個人・団体を募集します。
申込み　所定の登録申込書に必要事項を
記入し、５月３１日までにファクシミリまた

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

　今年度から、区民健診の次の検査の対象条件が次のように変わります。

変更後 変更前

胃がん検診
（胃部Ｘ線
検査）
☆2年に1回

40歳以上の区民（来年3月31日現在）
☆昨年度に胃がん検診（胃部X線検
査）を受診した方は対象外

中野区の胃がんハイリスク
診査（※）、またはそれに相
当する検査の結果が「Ａ群」
判定の40歳以上の区民

☆区民健診は、6月1日から始まります。受診を希望する場合は、6月3日以降に区民
健診係へ申し込みを。申し込み方法やその他の健診については、なかの区報5月20
日号に掲載予定

※胃がんハイリスク診査
　胃がんハイリスク診査は血液検査
で、ピロリ菌感染の有無と胃粘膜の萎
縮の程度を測定し、将来的な胃がん発
生のリスクを段階に応じてA～D群に
分類する検査です。胃がんそのものを
発見する検査ではありません。
　A群は「異常なし」、B～D群は「要精
密検査」となります。「要精密検査」と
なった方は、保険診療でピロリ菌の除
菌や定期的な胃部内視鏡検査の受診
を推奨しています。

胃がん検診（胃部X線検査）の対象条件が変わります
区民健診係（中野区保健所）　☎（３３８２）２４２９　FAX（３３８２）７７６５

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

5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）

休日当番医以外で５月５日・６日に開院している区内医療機関は、区 でご覧になれます

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

５
月
5
日
（
日
・
祝
）

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
塩崎クリニック 内・胃・外・肛 鷺　宮２－５－７　２階 （５３２７）３３３６
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
溝口医院 内・小・皮 弥生町２－１２－９ （３３７２）００３５
土田歯科医院 歯 南　台３－６－２５　１階 （３２２９）０８８０
奥田歯科医院 歯 丸　山２－２４－１ （３３３９）９２８８

薬
局

むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２
むさしの薬局新井薬師店 新　井１－２６－６ （５３８０）３９３５
わかみや薬局 若　宮１－４３－１１ （５３２７）３６６３
スギ薬局中野南口店 中　野３－３３－１８ （６３８２）４７１１

５
月
6
日
（
月
・
休
）

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・整・脳神経外 中　央４－５９－１６ （３３８２）９９９１

中野の森クリニック 内・小 上高田１－３７－１１ （３３６１）１３８１
セイメイ内科 内・循 中　央１－２５－５ （５３８９）２９７２
田沼内科・小児科医院 小・内 本　町６－２３－３ （３３８０）２６２２
やなだクリニック 泌・内 弥生町６－２－２０ （５３４２）９５１１
三上歯科医院 歯 南　台３－３７－２７ （３３８４）０３８５
石田歯科医院 歯 若　宮３－６－７ （５３７３）２７３７

薬
局

アクア薬局 江古田２－２４－１４ （３３８９）５４１１
ことぶき薬局中野中央店 中　央４－５９－１１ （５３８５）２９７１
アルト薬局 本　町６－６－３ （３３８０）７０３７
わかみや薬局 若　宮１－４３－１１ （５３２７）３６６３

５
月
12
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
哲学堂石井内科医院 内・消 江古田１－１－４ （５９０６）５０１０
荻原医院 小 江古田２－１１－１０ （３３８８）５０５０
おおくら内科 内 東中野５－１－１　３階 （５３３２）７６７６
堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本　町２－４２－１５ （３３７２）４７０１
西原デンタルオフィス※ 歯 中　野２－２５－６　２階 （３２２９）１１８２

薬
局
むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２
フラワー薬局東中野店 東中野５－１－１　３階 （５３３２）９５７７

５
月
19
日
（
日
）

当
番
医

新渡戸記念中野総合病院 内・外・整 中　央４－５９－１６ （３３８２）９９９１
中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６
武田内科クリニック 内・循 江原町３－５－１０－２０２（３９５０）３８３６
橋本医院 内 野　方３－１５－３ （３３８９）０３５５
東中野クリニック 内・神経内 東中野１－５８－１２ （３３６１）２７３２
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

薬
局
青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０
中野中央薬局 中　央４－６０－５ （６３０４）８５３０

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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