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～かかりつけ医がお休みのときに～

このパンフレットは
　　　　　　　　　　 くらいのお子さんを
対象に、休日・夜間の急病やケガのときを
想定して作成しています。

松山市急患医療センター

松山医療圏
松山市・伊予市・東温市・松前町・砥部町・久万高原町

※編集・発行は松山市が行ない、松山医療圏3市3町の協同事業において活用しています。

（松山市萱町6丁目30-1）

昼間起こった症状は、その日の診療時間内に

「かかりつけ医」に診てもらいましょう。

こどもの救急ガイドブック

～かかりつけ医がお休みのときに～

TEL  （089）922-1199 TEL  （089）915-3111

松山市医師会休日診療所
（松山市藤原2丁目4-70）

生後1ヵ月～6歳
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　お子さんが病気になったとき、最初に診てもらうお医者さんを決めておきましょう。

それがあなたのお子さんの　　　　　　　　  です。今までにかかった病気やどんな薬

を飲んでいるかなど、お子さんの状態をよく知っているかかりつけ医ならそのお子さん

に合わせた治療をおこなうことができます。

かかりつけ医メモ

「かかりつけ医をもちましょう」

「かかりつけ医」
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診察券番号

診 療 時 間

メ モ

医療機関名
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　たばこをあんなところに置いておくなんて！
　クリップやコイン、ボタン電池も飲み込んだ
ら大変よ。
　アイロンやはさみも使ったらすぐ片付けて
おかないといけないわね。ストーブもむきだし
は危ないわ。

　コンセントも感電の危険があるよ。
　ドアやテレビ台のとびらではさまれたり、
ベッドやソファーから転落したりすることも
あるから、やっぱりなるべく目を離さないよう
にすることが大切だね。

あなたの家も
チェックしてみてね！

33



ごあいさつ
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　子どもは、なかなか自分の症状を思うように伝えることができません。乳幼児で

は、なおさらです。子どもさんが急に熱を出したり、泣きやまなかったり、いつもと様

子が違うと、とても心配になると思います。

　このガイドブックは、子どもさんが、夜間や休日に調子が悪くなった際に、「今す

ぐお医者さんに診てもらうか」、「明日まで様子を見て、かかりつけ

医を受診するか」と迷ったときのおおよその目安を掲載しています。いざという

ときに、ぜひお役立ていただければ幸いです。

　また、現在、全国的に小児科医の不足が深刻ですが、本市では、同様の心配があるに

も関わらず、幸いにも、松山市医師会や周辺市町の開業医、勤務医の皆様の御尽力に

より、年間を通じて受け入れ可能な小児救急医療体制を構築しています。

　笑顔で安心して子育てができるこの体制を守り続けていくためにも、一人一人が

上手にお医者さんにかかっていただくなど、ぜひ、皆様方の御理解と御協力をよろし

くお願いします。

令和3年3月

松山市長　野 志 克 仁
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1. 小児救急医療
小児救急医療ってなんだろう？

急に病気になったときは

どこへ行けばいいの？

急な発熱など、子どもさんの体の具合が悪くなった時、
子ども医療電話相談をご利用ください。

救急車の適正利用について

～救急車の利用について、皆さんのご理解とご協力をお願いします。～

短縮ダイヤル

# 8 0 0 0
（固定電話プッシュ回線、携帯電話）

ダイヤル回線など　089-913-2777

救急車は、ケガや急病などで緊急に医療機関へ搬送するためのものです。
緊急でないのに救急車を要請すると、本当に救急車を必要とする事故等が発生したとき
に、救える命が救えなくなる恐れがあります。

●医療相談以外の事業
　に関する問い合わせ先 愛媛県医療対策課　TEL089-912-2450

利用できる時間帯
◆平　日　19：00～翌朝 8：00
◆土　曜　13：00～翌朝 8：00
◆日・祝　  8：00～翌朝 8：00

　　  まずは子どもの救急医療と

そのしくみについて紹介します。
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もっと知ってほしい!!”松山市急患医療センター”

　子どもはなかなか自分の症状を思うように伝えられません。特に乳幼児ではな
おさらです。夜間に急病になったときなどは特に、保護者の方の不安もつのること
でしょう。
　急患医療センターではこうした状況に対応するため、現在では毎日、夜9時から
翌朝8時まで小児科医による診察が受けられるようになっています。

　小児科医が減っていると言われて
いるけど、松山市は大丈夫かしら？

　うーん…今は何とか維持しているけど油

断はできないね。

　救急医療機関として大切な役割りを果たす

ために、少ないお医者さんで多くの患者さ

んたちを支えているんだよ。
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　急患医療センターは、夜間に急病になってすぐに治療が必要な患者さんたちの
ための救急医療機関です。翌日まで待てそうな軽い症状のときは、翌日かかりつけ
医を受診しましょう。
　急患医療センターを受診すべきかどうか迷うときには、このガイドブックを参
考にしてください。
　このガイドブックはいつでも取り出せる所に保管しておきましょう。

　そうなのね。でも不安でつい連れて行っ

てしまって…あら！だからこのガイドブック

があるのね。

　これを読んで「行くとき」、「明日まで待っ

ていいとき」がわかれば安心だわ。

　不必要な受診が減れば、本当に救急医療

が必要な患者さんの待ち時間を減らすこと

もできるしね。

　子どもたちのために、一人一人が考えて

いかなくてはいけないんだね。
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