日

21

13

30

プールを楽しく利用するために
～プール熱にご注意ください～

プール熱は、正式には「咽頭（いんとう）結膜熱」と呼ばれて
います。プールを介して流行することが多く、数種類のアデノ
ウイルスによって引き起こされる感染症です。
●どんな症状がでるの？ 39℃前後の発熱が3～7日程度、のど
の痛みが3～5日程度続きます。目に痛みやかゆみがあり、目や
にが出て、まぶしく感じたり涙が止まらなくなったりします。
おう吐や下痢を伴うこともあります。
●どうやって感染するの？ ウイルスが口、鼻の中やのどの粘
膜、
眼の結膜から体の中に入り込んで感染します。通常は飛沫
（ひ
まつ）感染や、手指を介した接触により感染しますが、患者と
のタオルの共用やプールを利用した場合に眼の結膜から感染す
ることもあります。
●予防するには ①普段の生活では、手洗い・うがいをし、タ
オルの共用はやめる。 ②プール利用時は、入る前に腰洗槽で
消毒し、シャワーで体を洗う。自分のタオルを使う。 ③プー
ルに入った後は、よくうがいや洗眼をし、シャワーを浴びる。
※体調がすぐれない時は、入るのを控えてください。入った後
で体調に異常があったら、早めに医師の診察を受けてください。
▷問合せ
台東保健所保健予防課感染症対策担当☎（3847）9476
台東保健所生活衛生課環境衛生担当☎（3847）9455

8月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集

8月の保健所・保健相談センターの事業案内
浅草保健相談センター
実施会場
台東保健所
事業名
☎（3844）8171
3・4か月児健康診査 8･24日午後１時15分～１時45 18 ･ 23日
（平成29年4月生）
分☎（3847) 9447
午後1時15分～2時
（平成28年1月生）10日午後1 （平成27年12月25日～31日生、28
1歳6か月児健康診査
時15分～2時☎ (3847) 9447 年1月生）9日午後1時～2時15分
２歳児歯科健康診査
4日午後1時〜2時
（予約制）
☎ (3847) 9449
３歳児健康診査
22日午後1時～1時45分
2・30日
（平成26年7月生）
☎ (3847) 9447
午後1時15分～2時15分
8日(個別) 午前9時～10時30分
22日（個別）
9日(個別) 午前9時30分～10時30分
発達相談（予約制） 午前9時30分～10時30分
24日(集団) 午前9時30分～11時
☎ (3847) 9497
妊産婦歯科健康診査
（予約制）
歯科衛生相談
1・29日午後1時30分～2時30 3・24日午後1時30分～2時30分
※予約は左記
区内在住の方（予約制） 分☎ (3847) 9449
2日午後2時30分～4時、24日
こころの健康相談
2日午前10時30分～正午
区内在住・在勤の方 午前9時45分～正午
7・28日午後1時15分～2時45分
(予約制・前日までに) ☎（3847）9497
発達障害個別相談
23日午後2時30分～4時30分 28日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制） ☎（3847）9405
※予約は左記
HIV即日検査
9 ･ 23日午後1時～2時30分
（予約制）
☎ (3843) 5751
4 ･ 28日午前10時～午後3時
栄養相談（予約制） 30分、24日午前10時～正午
☎ (3847) 9440
日程等、詳しくは、区ホームページまたは冊子「赤ちゃんを迎え
ハローベビー学級
る方へ」をご覧ください。台東保健所☎（3847）9447
（両親学級・予約制）
浅草保健相談センター☎（3844）8171

医 療 マッ プ 台
｢ 東 区の 身
近 な お 医 者 さ ん 」に 広 告
を掲載しませんか

区では、区内の医療機関・保険
薬局を案内するための情報や、か
かりつけ医・歯科医・薬剤師（薬
局）に関する情報を掲載した冊子
台｢東区の身近なお医者さん」を
発行しています。
改訂版の作成にあたり、冊子に広
告を掲載する事業者を募集します。
▽規格・掲載料
・１号（表紙内側または裏表紙内
側ページ、横２分の１面） 縦 ・
２×横 センチメートル・４万
円

・２号（本文中指定ページ、横８
分の１面） ６ ３×８ ７セン
チメートル・１万円

▽色数 ４色カラー
▽発行部数 ３万５千部
年１月下旬
▽発行時期
▽配布方法 転入者へ配布するほ
か、区立施設の窓口で配布
▽申込締切日 ７月 日㈪
※申込方法等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか左記へ
▽問合せ 健康課
☎（５２４６）１２１５

18

ださい。
▽場所 台東保健所

月

30

▽定員
人（先着順）
▽持ち物 筆記用具、エプロン、

11

▽対象 区内在住で、１歳以上４
歳未満（健診日現在）の子供が
いる出産後１年以上経過してい

10

三角巾、スリッパか上履き
▽申込み・問合せ 台東保健所生
活衛生課

12

☎（３８４７）９４６６

月 日

30

る母親（勤務先等で健康診断を
受ける機会のある方、妊娠中の
方、１年以内に区の健康診断を

10

20

小児生活習慣病予防健診

30

受けた方は除く）

10

第 1184 号

知って 得 す る！ 在 宅 ケ ア
教室

▽日時 ７月 日㈬
午後３時～４時

月 日

・

−
110
−
22
−

19

−

所・氏名・生年月日・電話番号・
職業・過去１年の健康診断受診
ふりがな
の有無・子供の氏名・生年月日・
託児希望の有無を書いて左記問
合せ先へ（電子申請可）
時（各 分程度）
▽申込締切日 ７月 日㈭（消印
有効）
▽場所 台東保健所３階大会議室
００１５ 台東 ▽対象 台東区の国民健康保険か
▽問合せ 〒
８ 台東保健
区東上野４
後期高齢者医療制度の加入者
所保健サービス課
▽定員 各６人 先着順）
(
☎（３８４７）９４４７
▽内容 骨密度（素足で測定）
、
血管年齢、物忘れ度、握力、血
あなたの体の健康度、チェ
圧の測定、結果説明と助言
ッ ク し て み ま せ ん か（ 予
▽申込開始日時 ７月 日㈮午前
約制）
時
▽日時 ８月８日㈫、９月 日㈫
▽申込み・問合せ 国民健康保険
午前９時 分、 時、 時 分、 課☎（５２４６）１２５１

月 日

31

・

−

学校を通じて申込みした方には、 ▽内容 内科診察、血液・尿検査、
体組成・骨密度測定、生活習慣
受診票を配付しました。新たに受
の助言等
診を希望する方や、受診票を紛失
した方は左記へお問合せください。 ▽申込方法 はがきに健診日・住
ふりがな
▽受診期間 ９月 日㈯まで
※できるだけ、夏休み期間中に受

日

30

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☎（5272）0303
URL http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp
東京消防庁救急相談センター 毎日24時間
☎＃7119（プッシュ回線）（ダイヤル回線からは☎3212－2323）

30

24

診してください。
▽場所 区内協力医療機関
▽対象 区立小中学校に在籍する
小学４年生、中学１年生
▽内容 生活習慣調査、身長・体
重・腹囲・血圧測定、血液検査
▽申込み・問合せ 学務課保健給
食係☎（５２４６）１４１３

月

22

子育てママの健康診断

日

医療
情報

30

▽日時 健診日８月 日㈭
結果説明日９月 日㈮午前中
※詳しい時間は、８月中旬に送付
する「健診のご案内」をご覧く

月

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 浅草第一診療所
浅草4－33－7
(3872)8617
根岸3－12－14 (5603)7161
7 内科 かとう医院
台東区歯科医師会歯科
根岸4－1－28
(3874)6433
9 歯科 診療所
薬局 すずらん調剤薬局
浅草4－33－7
(5603)5002
薬局 レーメイ堂薬局
根岸3－9－18
(3872)5349
浅草2－34－7
7 内科 浅草二天門クリニック グレイプス浅草2階 (5830)0121
入谷1－7－7
(3872)7873
16 内科 飯山医院
松が谷1－1－1
歯科 永石歯科クリニック
(3842)4182
嵐川ビル2階
内科 山田英明下町クリニック 西浅草3－16－6 (5806)3077
7 内科 吉田産婦人科医院
池之端2－5－44 (3821)3915
台東区歯科医師会歯科
17 歯科
根岸4－1－28
(3874)6433
診療所
薬局 西浅草調剤薬局
西浅草3－2－7
(3841)5816
内科 蔵前協立診療所
三筋2－13－3
(3865)0139
上野2－11－10
7 内科 上野医院
(3832)0076
小島ビル4階
23
松が谷3－1－2
歯科 岩本歯科
(3843)8778
栗林ビル2階
薬局 みすじ薬局
三筋2－18－12 (5825)0970
寿3－16－14
内科 島田クリニック
(3843)5356
原ビル2階
7 内科 桜木内科クリニック 上野桜木1－10－11 (3827)8401
地下1階
30
台東区歯科医師会歯科
歯科
根岸4－1－28
(3874)6433
診療所
薬局 コトブキ永生堂薬局 寿3－15－17
(3844)5527
薬局 オーラム薬局
上野桜木1－10－11 (5842)1454
浅草橋1－25－5
(3861)2429
8 内科 小川こどもクリニック 小川ハイム201
内科 柴原医院
池之端4－11－2 (3821)3658
6
歯科 小林歯科医院
西浅草2－16－1 (3844)1092
薬局 マザーズファーマシー 浅草橋1－25－5 (5809)3698

☎（３８７６）１００１㈹

ご利用に ※治療すれば帰宅できるような子供を対象としています。薬は原則1日
あたって 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。

▽テーマ 自宅でできる予防リハ
ビリ① 膝の痛み予防
▽講師 江藤啓介（理学療法士）
▽場所・問合せ 台東病院

永寿総合病院内 東上野２－23－16 ☎（3833）8381
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
日曜日・祝日午前８時45分～午後９時45分
車坂薬局 東上野３－11－３ ☎（5812）2067

あめ

台東区準夜間・休日
こどもクリニック

場所
診療対象
診療日
受付時間
調剤薬局

飴 づ く りで 夏 休 みの 自 由
研 究！「 下 町 の 職 人 に よ
る 飴 づく りと 食 の 衛 生 教
室」

7・8月の夜間・休日診療当番医・当番薬局
・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（☎5246−1277）でお確かめください。
・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/

西浅草の「三津関製菓」の職人
を講師に迎え、飴菓子の作り方を
教えていただきます。飴づくりを
通して、職人の技術や食中毒の予
防方法について学びます。
▽日時 ８月１日㈫午後１時 分
～４時（受付は１時から）
▽場所 台東保健所３階栄養室
▽対象 区内在住か在学の小学４
～６年生

（7） 平成29（2017）年 7月5日

健 康

広報

場所・申込み・問合せ

〒110－0015 台東区東上野4－22－8
上野健康増進センター☎（3847）9475
教室名

日時

定員

〒111－0031 台東区千束3－28－13
千束健康増進センター☎（5603）0085
教室名

初めてのエアロビクス 毎週火曜日（全5回）
午後1時30分～2時30分 35人 火曜エアロビクス

毎週火曜日（全5回）
20人
午後3時～4時
毎週火曜日（全5回）
シェイプ ･ THE ･ ボディ 午後7時30分～8時30分 15人
毎週水曜日（全5回）
水曜リズム体操
午後1時30分～2時30分 20人
水曜アクアビクス
毎週水曜日 （全5回）
15人
[水中運動]
午後7時～8時
毎週水曜日 （全5回）
ベーシックエアロ
午後7時30分～8時30分 15人
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全5回）
20人
気体操
午後1時～2時30分
木曜アクアビクス
毎週木曜日（全5回）
15人
[水中運動]
午後2時～3時
毎週木曜日（全5回）
20人
フラダンス
午後3時～4時
毎週木曜日（全5回）
エンジョイエアロ
午後7時30分～8時30分 20人
毎週金曜日（全4回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時30分 35人
金曜日（11日を除く・全3回）
20人
リラックスヨガ
午後7時～8時
毎週土曜日（全4回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時30分 20人
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全4回）
15人
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
20人
やさしい太極拳
午前11時～正午
日曜アクアビクス
毎週日曜日（全4回）
[水中運動]
午後1時30分～2時30分 15人

火曜リズム体操

火曜パワーアップスリム
ゆったりヨガ
さわやかリズム体操
やさしいエアロビクス
生き生きリフレッシュ
体操

金曜ボディーバランス
土曜パワーアップスリム
たのしいヨガ
熟年体操
日曜エアロビクス
高齢者のための足腰元
気体操

日時

定員

毎週火曜日（全5回）
10人
午後2時～3時
毎週火曜日（全5回）
10人
午後7時15分～8時15分
毎週水曜日（全5回）
10人
午後7時15分～8時15分
毎週木曜日（全5回）
15人
午後2時～3時
毎週木曜日（全5回）
午後7時15分～8時15分 10人
毎週金曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分 15人
金曜日（11日を除く・全3回）
10人
午後7時15分～8時15分
毎週土曜日（全4回）
午前10時30分～11時30分 15人
毎週土曜日（全4回）
10人
午後1時～2時
毎週土曜日（全4回）
午後2時30分～3時30分 20人
毎週日曜日（全4回）
10人
午後2時～3時
毎週日曜日（全4回）
20人
午前10時30分～正午

対象 区内在住か在勤の18歳以上の方 参加費 1回
300円 申込方法 往復はがきに①8月の○○教室
希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤性
別 ⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書いて、
7月20日㈭（必着）までに各センターへ（1人1教室
につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

【クールビズ】区役所・区施設では10月31日㈫までの期間、クールビズを実施しています。職員のノーネクタイなど、軽装での執務にご理解・ご協力をお願い
します。
〈台東区環境課☎5246－1284〉

