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発熱などの症状がある場合の相談方法・連絡先

発熱などの症状がある場合は、かかりつけ医をお持ちの方はまず電話で相談し、その指示に従ってください。

かかりつけ医のいる方

かかりつけ医がいない等相談する医療機関に迷う場合

相談センターへ電話で相談

かかりつけ医へ電話で相談

●台東区 発熱受診相談センター

（月～金曜日 午前9時～午後5時）
※祝日・年末年始（12月29日〜3年1月3日）を除く

発熱等の症状が生じた場合、かかりつけ医へ電話で相談
することが基本となります。
通常の診察と発熱患者を時間分けしている医療機関もあ
りますので、受診の際は必ず事前に電話で確認してください。

03−3847−9402
FAX 03−3841−4325

●東京都 発熱相談センター
TEL 03−5320−4592

(24時間)

TEL

※聴覚に障害のある方などからの相談

症状が軽い場合や、感染したかもしれないなど不安に思う方は、下記窓口へご相談ください。

症状はないが、 ●東京都新型コロナウイルス感染症電話相談窓口（午前9時～午後10時）
TEL 0570−550571
不安に思う方
FAX 03−5388−1396※聴覚に障害のある方などからの相談
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の適用期間が
3年3月31日㈬まで延長されました
対象 国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染、ま

また、 医 療 機 関は、
東京都「ひまわり」か
ら検索できます。
右記二次元コードより
ご確認ください。

▲東京都「ひまわり」

新型コロナウイルス感染症の影響により、生活がお困
りの方に対する貸付制度（緊急小口資金・総合支援
資金）の新規受付期間を延長します

たは発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方

申込方法 新型コロナウイルス感染防止のため、原則として郵送による申請をお願い

※給与などの支払いを受けている方に限ります。

支給対象となる日数 労務に服すること

しています。また、持参による申請の場合、事前に日時の予約をお願

ができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった

いします。※必要書類等詳しくは、右記二次元コードをご覧いただく

期間のうち就労を予定していた日 支給額 直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労

か、下記へお問合せください。 申込締切日 3年3月31日㈬（必着）

日数×3分の2×支給対象となる日数

問合せ 台東区社会福祉協議会生活支援室 TEL （5828）7547

適用期間 2年1月1日～3年3月31日（ただし、入院

が継続する場合は最長1年6か月まで）
問合せ 国民健康保険課 TEL （5246）1253

年末年始の夜間・休日診療当番医・当番薬局

後期高齢者医療「広域連合お問合せセンター」 TEL 0570－086519

ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
ひとり親世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付を再支給します。
支給対象者 既にひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」の支給を受けている方
支給額 １世帯当たり５万円、第2子以降1人につき3万円

前回の基本給付の支給を行った自治体から支給

支給手続き 再支給分は申請不要、

支給時期 12月下旬より順次

健康

場所

診療日
受付時間
ご利用に
あたって

永寿総合病院内 東上野2－23－16 TEL （3833）8381
※1階救急外来受付にお越しください。
小児科（15歳以下の子供）※小児科医が診療を行います。
月～土曜日 午後6時45分～9時45分（日曜・祝日・年末年始・お盆を除く)
※12月29日㈫は午後5時45分～9時45分※4時45分まで永寿総合病院小児
科にて診療受付
日曜・祝日・年末年始 午前8時45分～午後5時45分
※こどもクリニック診療時間外に永寿総合病院の小児科を受診する場合は、
別途「選定療養費」の負担が生じることがあります。※治療すれば帰宅でき
るようなお子さんを対象としています。※お薬は原則１日分の処方です。翌
日には ｢かかりつけ医｣ の診療を受けてください。

日
月
日
月
日

１月１日

2

１月２日

１月３日

お知らせ

「還付金詐欺」にご注意く
ださい

区役所などの職員が、
「医療費
や保険料の還付金」
「給付金」な
どの手続きのために、次のような
電話をすることはありません。
●ＡＴＭ（銀行・コンビニなどの
現金自動預払機）の操作を求め

診療対象 内科、歯科の患者 診療時間 内科 午前9時～午後10時 歯科 午前9時～午後5時
月日
当番医・薬局
所在地
電話番号
内科 おのだ医院
今戸1－3－13 さくらコーポ201（3876）3818
12 内科 谷中クリニック
谷中3－13－10
（3823）1261
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
29
薬局 メディカルファーマシー・ヒロ 今戸1－3－13
（3872）6676
薬局 万代薬局谷中店
谷中3－13－8 カーサ・サトウ101（5809）0961
内科 本宮形成・整形外科
寿4－10－11 生井ビル2階（3841）4361
12 内科 かとう医院
根岸3－12－14
（5603）7161
歯科 須田歯科クリニック
浅草橋1－24－3
杉木立ビル2階（3865）0708
30
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 レーメイ堂薬局
根岸3－9－18
（3872）5349
内科 堀内科クリニック
浅草橋1－24－3 杉木立ビル3階（3861）8937
12 内科 吉田産婦人科医院
池之端2－5－44
（3821）3915
歯科 レイ歯科・矯正歯科
浅草橋2－15－7 1階
（3866）1817
31
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 コーセイ浅草橋薬局
浅草橋1－25－10
（3865）5322
内科 菊嶋クリニック
蔵前3－13－13 NRビル3階（3851）3281
内科 上野くろもんクリニック 上野1－9－2 1階
（6803）0115
歯科 二宮歯科診療室
浅草橋5－20－8 CSタワー1階（3865）6060
薬局 みどり薬局
蔵前4－21－9
（3851）0054
内科 山田英明下町クリニック 西浅草3－16－6
（5806）3077
内科 田村胃腸科外科
竜泉3－42－11
（3874）9981
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4－1－28
（3874）6433
薬局 西浅草調剤薬局
西浅草3－2－7
（3841）5816
薬局 ひまわり調剤薬局三ノ輪店 竜泉3－39－6
（3876）7168
内科 磯野外科内科
駒形1－5－17
（3843）5631
内科 上野なかのクリニック
北上野1－9－13 高松ビル1階（5828）3007
歯科 舩坂歯科診療所
柳橋2－6－8 南雲ビル2階（3851）4800
薬局 コトブキ永生堂薬局
寿3－15－17
（3844）5527
薬局 竹内薬局上野店
北上野1－1－11
（6231）7680
月

50

根本陽子氏 （今戸 丁目）
荒木憲司氏 （下谷１丁目）

40

回以上献血された方は左記へ
ご連絡ください。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
ＴＥＬ
（３８４７）９４０１

10

「はたちの献血」キャンペ
ーン

10

笑って元気教室
「漫才と体操」

11

る
●取引銀行や口座番号などの個人
情報を照会する
●手数料などの振り込みを求める

また、法務省等を騙った架空請
求ハガキが届いても連絡先に電話
しないでください。

不審な電話がかかってきたら、
迷わず 番または、最寄りの警察
署や区役所にご連絡ください。

▽問合せ 生活安全推進課
ＴＥＬ
（５２４６）１０４４

110

▽日時 ２月 日㈬
午後２時～３時 分
▽対象 区内在住か在勤の 歳以
上の方
人（抽選）
▽定員
▽出演 バジトウフー、なにわプ

ラッチック
▽申込方法 往復はがきに「２月
の笑って元気教室希望」
・住所
ふりがな
・氏名・年齢・電話番号を書い
て、左記問合せ先へ
（必着）
▽申込締切日 １月 日㈪
００３１
▽場所・問合せ 〒
千束健
台東区千束３
康増進センター

ＴＥＬ
（５６０３）００８５

−
28
−
111 25
−
13

献血者が減少しがちな冬期に、
安全な血液製剤を安定的に確保す
るため、新成人を中心に、広く献
血に関するご理解とご協力を呼び
かけています。キャンペーンメッ
セージは「いつかしようを、今に

しよう。はたちの献血」です。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
ＴＥＬ
（３８４７）９４０１

善 意 の 献 血あり がとう ご
ざいます

区内在住で献血回数が 回に達
した方、以後 回ごとの回数に達
した方に献血功労者として、感謝
状と記念品を贈呈しています。今

回、次の方に贈呈しました。

50

台東区準夜間・休日こどもクリニック

診療対象

問合せ 子育て・若者支援課給付担当（区役所６階⑥番） TEL （5246）1232

50

新型コロナウイルス感染症対策として、時間を分けてのご来院をお願いする場合がある
ため、台東区準夜間・休日こどもクリニックおよび夜間・休日診療を受診される際は、
必ず事前に電話してください。
・都合により、当番医を変更することがあります。台東区夜間・休日診療案内
（ TEL 5246−1277）でお確かめになるか、当番医へお問合せください。
・携帯端末でも当番医を調べることができます。http://www.city.taito.lg.jp/m/

医療
情報

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で都内の医療機関の診療案内や診療時間な
どを診療科目別・地域別に調べることができます。毎日24時間
TEL （5272）0303
URL http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
東京消防庁救急相談センター 毎日24時間
TEL ＃7119（プッシュ回線）
（ダイヤル回線からは TEL 3212－2323）

【区の世帯と人口（12月1日現在）】 ▷住民登録世帯数（前月比） 122,764世帯（＋282世帯） ▷住民登録人口

203,376人（＋210人）

