７月の当番病医院

▶各病医院 か テレホンサービス（℡0897−58−2200）で
必ず確認を。当番病医院は変更の場合があります。

または℡089−913−2777）をご利用ください。相談に応じ
ます。※19時（土曜日13時、日曜日・祝日８時）〜翌朝８時

症状によっては受診できない場合があります。

㈬

９時〜18時

㈪

６ 19時〜22時
㈫
㈬

８ 19時〜22時

㈮
㈯

11 19時〜22時
９時〜18時

㈭

16 19時〜22時
㈮

17 19時〜22時
㈯

18 19時〜22時

25 19時〜22時
26

９時〜18時
18時〜22時

27 19時〜22時
28 19時〜22時
29 19時〜22時
30 19時〜22時
31 19時〜22時

当番病医院は 市公式ＬＩＮＥでも
確認できます。友達登録はこちら▶

こころの相談（要予約）

○東予保健センター

７月13日㈪・８月12日㈬

復帰など心の健康相談に医師

７月27日㈪・８月24日㈪

日時

７月９日㈭

場所

中央保健センター

○中央保健センター

７月６日㈪・８月５日㈬

○丹原保健センター

７月20日㈪・８月17日㈪

受付時間

○中央・東予
○丹原・小松

13時30分〜15時30分

認知症お困りダイヤル

○同サブセンター西部

広報さいじょう

℡0897−52−1412

℡0898−64−5613
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・保健師が応じます。

13時30分〜15時30分
中央保健センター

７月の献血日程

月〜金曜日（祝日除く） ９時〜16時30分
○地域包括支援センター

生活上の問題、治療、社会

申込先

13時30分〜14時30分

○西条市役所本庁
問合せ

外科

休日夜間急患センター
℡0897−52−2001
村上記念病院
済生会西条病院
℡0897−56−2300
℡0897−55−5100
西条市民病院
℡0898−72−4111
休日夜間急患センター 市立周桑病院
℡0898−64−2630
℡0897−52−2001
休日夜間急患センター
℡0897−52−2001
休日夜間急患センター
℡0897−52−2001
西条中央病院
済生会西条病院
℡0897−56−0300
℡0897−55−5100
休日夜間急患センター
℡0897−52−2001
済生会西条病院
村上記念病院
℡0897−55−5100
℡0897−56−2300
休日夜間急患センター
℡0897−52−2001
西条中央病院
休日夜間急患センター
℡0897−56−0300
℡0897−52−2001
西条中央病院
村上記念病院
℡0897−56−0300
℡0897−56−2300
休日夜間急患センター
℡0897−52−2001
飯尾皮フ科泌尿器科
℡0898−64−5577
休日夜間急患センター 横山病院
℡0898−72−2121
℡0897−52−2001
今井クリニック
℡0898−68−8118
済生会西条病院
℡0897−55−5100

※小中学生の時間外受診時は、いったん一部負担金を支払い、
後日市役所で払い戻し手続きをしてください。

成人向け「健康栄養相談」（要予約）

○小松保健センター

25

18時〜22時

㈮

㈬

15 19時〜22時

９時〜18時

㈭

㈫

14 19時〜22時

24

㈬

㈪

13 19時〜22時

18時〜22時

㈫

18時〜22時

９時〜18時

㈪

㈰

12

23

㈰

10 19時〜22時

22 19時〜22時

㈯

㈭

９ 19時〜22時

21 19時〜22時

㈮

７ 19時〜22時

20 19時〜22時

㈭

18時〜22時

18時〜22時

㈬

㈰

５

19

９時〜18時

㈫

㈯

４ 19時〜22時

内科

㈪

㈮

３ 19時〜22時

外科

横山病院
℡0898−72−2121
休日夜間急患センター 村上記念病院
℡0897−56−2300
℡0897−52−2001
済生会西条病院
℡0897−55−5100
休日夜間急患センター
℡0897−52−2001
休日夜間急患センター
℡0897−52−2001
済生会西条病院
西条中央病院
℡0897−55−5100
℡0897−56−0300
西条市民病院
℡0898−72−4111
西条中央病院
℡0897−56−0300
休日夜間急患センター 休日夜間急患センター
℡0897−52−2001
℡0897−52−2001
市立周桑病院
℡0898−64−2630
済生会西条病院
℡0897−55−5100
休日夜間急患センター
℡0897−52−2001
休日夜間急患センター
℡0897−52−2001
村上記念病院
済生会西条病院
℡0897−56−2300
℡0897−55−5100
休日夜間急患センター
℡0897−52−2001
今井クリニック
℡0898−68−8118
休日夜間急患センター 横山病院
℡0898−72−2121
℡0897−52−2001
市立周桑病院
℡0898−64−2630
飯尾皮フ科泌尿器科
℡0898−64−5577
休日夜間急患センター
℡0897−52−2001

㈰

㈭

２ 19時〜22時

内科

情報は市ホームページをご確認ください。

▶子どもの病気などは、子ども医療電話相談（℡#8000

受診前に必ず電話してください。
１ 19時〜22時

新型コロナウイルス感染症の影響で、
掲載内容は変更の場合があります。最新

7月17日㈮

西条保健所情報

○エイズ血液検査・相談（匿名・無料）
月曜日（祝日除く） 10時〜11時

○骨髄バンク登録（要予約）

月曜日（祝日除く） ９時〜15時

○難病医療相談（要予約）
７月28日㈫

問合せ

13時30分〜15時30分

西条保健所

℡0897−56−1300

9時30分〜12時

℡089−973−0755

℡0897−52−1215

■東予保健センター

西条市医師会

坂根浩弥医師（坂根医院）

「休日夜間急患センター」は、手

の方が空いてるから」など、自己

術や入院の必要のないような一次

都合による受診（いわゆるコンビ

救急診療を行うところです。比較

ニ受診）が増えるとスタッフは疲

的軽症な方を受け入れることで、

弊し、救急医療を続けることがで

重度の患者を治療する二次救急医

きなくなります。

療の負担軽減につなげています。

急患センターは「夜行ける診療

急患センターを支えるのは、私

所」ではなく、急病の人のための

のような市内開業医を中心とした

「救急医療機関」。日中に体調が

医療スタッフ。自院の診察の後、

おかしいと感じたら、かかりつけ

引き続いて急患センターでの診療

の医師に診療時間内に診てもらい

にあたっています。人員が限られ

ましょう。詳しい検査もでき、医

ている中、急な症状ではなく「夜

療費負担も少なくて済みますよ。

知っておきたい休日夜間急患センターのこと
●夜間や休日に急に具合が悪くなったら、

℡0898−64−5333

●薬をもっとたくさん

どうしたらいいの？

出してもらえないの？

⇒まず「休日夜間急患センター」へ電話しましょ

⇒１〜２日分（必要分）
しか出せません。病状が良くならない際は早め

う。（電話番号は左ページ参照）
●夜に診てもらえる診療所ってことでいいの？
⇒違います。救急患者のための救急医療機関です。
自己都合による受診はやめましょう。

抗体検査・予防接種を受けましょう

風しんの感染予防対策を実施中
風しんの抗体を持たない方が多いと思われる世代の
男性に、無料で抗体検査と予防接種を行っています。
今年度の対象（クーポン券送付対象）
昭和41年４月２日〜昭和47年４月１日生まれの男性
※昭和37年４月２日〜昭和41年４月１日生まれの方に
は来年度に送付予定（希望者には随時発行）。
今年度送付の券の使用期限 令和４年３月31日㈭
※昨年度、昭和47年４月２日〜昭和54年４月１日生ま
れの方に送付したクーポン券は、使用期間が延長さ
れ、令和３年３月31日㈬まで使用できます。
検査・予防接種方法
クーポン券が届いた後、医療機関や健診などで風し
んの抗体検査を受けます。検査の結果、十分な抗体が
ないと判明した方に限り、予防接種を受けられます。
問合せ 中央保健センター

愛媛県赤十字血液センター

■中央保健センター

市内医師が支える救急医療の砦
とりで

■丹原保健センター

℡0898−68−7345

■小松保健センター

に医療機関を受診しましょう。
●急患センターで治療が難しいときはどうなるの？
⇒適切な医療機関を紹介します。

中学２年生対象

ヘリコバクター・ピロリ感染検査

胃がんのリスク要因であるヘリコバクター・ピロリ
（ピロリ菌）感染の有無を確認し、必要に応じて除菌
治療につなげることで、胃がんを予防しましょう。
対象 平成18年４月２日〜平成19年４月１日生まれの
方（対象者には案内を送付）
申込期間 ７月20日㈪〜12月25日㈮
申込方法
検査期間

中央保健センターへ来所・電話で申し込み
の上、市内指定医療機関に予約して受診。
８月１日㈯〜令和３年１月30日㈯

ぜひ受診を！ 約２割の生徒に陽性反応が出ています
令和元年度の一次検査受診結果
は、右図のとおりです。受診率は
52 5％でした。陽性者には二次検
査の受診を勧めています。
℡0898−72−2269

2020. ７

陽性
20 8％
陰性 79 2％

広報さいじょう
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