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出産が不安
誰に

相談しよう？

母乳が足り
ているか
心配

子育て
これでいい
のかな？

初めての妊娠
何をすればいい
のかな

離乳食の
作り方
知りたいな

育児で使え
るサービス
知りたいな

○迫総合支所　市民課　健康づくり係
○登米総合支所市民課　健康づくり係
○東和総合支所市民課　健康づくり係
○中田総合支所市民課　健康づくり係
○豊里総合支所市民課　健康づくり係
○米山総合支所市民課　健康づくり係
○石越総合支所市民課　健康づくり係
○津山総合支所市民課　健康づくり係
　（南方地区の皆様）
○市民生活部健康推進課　地域保健係

℡0220-22-5554
℡0220-52-5054
℡0220-53-4113
℡0220-34-2311
℡0225-76-4113
℡0220-55-2112
℡0228-34-2113
℡0225-68-3114
　
℡0220-58-2116

受付時間：月～金（祝日、年末年始を除く）　８：30～17：15

　登米市では、妊娠、出産、子育ての時期を安心して過ごせるよう、
子育て世代包括支援センター事業を実施しています。
　妊娠から出産、育児についての様々な「迷った」や「心配」を保健師、
助産師、栄養士が一緒に考え、応援します。お気軽にご相談下さい。

　登米市では、妊娠、出産、子育ての時期を安心して過ごせるよう、
子育て世代包括支援センター事業を実施しています。
　妊娠から出産、育児についての様々な「迷った」や「心配」を保健師、
助産師、栄養士が一緒に考え、応援します。お気軽にご相談下さい。

～子育て世代包括支援センター相談窓口～～子育て世代包括支援センター相談窓口～

子育て世代包括支援センター事子育育てて世世代代包包括括支支援援セセンンター事事子育て世代包括支援センター事業
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こんなとき、どうしたらいい!?
発熱（38℃以上）
けいれん・ふるえ
せき（ゼエゼエする）
腹痛・便秘
下痢
吐き気・吐いたとき
誤飲（変なものを飲み込んだ）
やけど
頭を打った
こんな時は救急車を！
診察を受けるときに
薬の上手な使い方
新型コロナウイルス感染症
かけがえのない地域医療を守るため
お役立ち情報
受診の前からチェックしましょう
子育て世代包括支援センター事業を開始しました

はじめにはははじじじめめめにににはじめに
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「登米市版こどもの救急ガイドブック」は、「みやぎけんこどもの救急ガ
イドブック」等を参考に作成しています。

「夜中、こどもが急に熱を出した！」
すぐに医療機関を受診した方がいいか、明日の診療時間
まで待った方がいいかどうしよう？

そんなときに、このガイドブックを手にとってみてくだ
さい。
お子さんの急な発熱やケガなどについて、症状別に医療
機関へのかかり方のおおよその目安や家庭での対処方法、
お医者さんにかかるときに伝えることなどについてまと
めています。
ぜひ、目に付きやすいところにおいていただき、ご活用
ください。
また、いざというときに、あわてないように、普段から、
ときどきご覧になってみてください。

※このガイドブックは生後１ヶ月から６歳ぐらいまでのお子さんを想
定して作られています。

※主に、日曜日・祝日・夜間の急病等を想定してまとめています。



夜間の
場合
夜間の
場合

看護師さんに、応急処置などの対応方法等の相談ができます。
「はじめは緊張しましたが、専門家に相談することでかなり不安を
解消できました。」（利用経験者談）
毎日19：00～翌８：00まで。
医療機関が閉まっている時間帯をカバーしています。

●宮城県こども夜間安心コール
　　　　　　　＃８０００（０２２－２１２－９３９０）

この「こどもの救急ガイドブック」などを普段から目に付くところ
に置いておきましょう。症状別に対処方法などチェックできます。
「こどもの救急ホームページ」もおすすめ！
アドレスは・・・http://www.kodomo-qq.jp/お気に入りやブック
マークに登録しておきましょう。

こんなとき、どうしたらいい!?こここんんんなななとととききき、、、どどどうううしししたたたらららいいいいいい!!!???こんなとき、どうしたらいい!?
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どうしよう！熱が３９度もある！
明日は日曜だし、困ったわ・・・

祖父母とは離れて暮らしているので、
頼れる人がいないから不安。

●落ち着いて、こどもの様子をきちんと観察しよう

…という話をよく聞きます。こんなとき、どうしたらいい!?

まず、まず、

登米市の広報・新聞の県内版に記載されています。
パソコン・スマートフォンからは登米市のホームページ
　https://www.city.tome.miyagi.jp/
音声案内サービスは、栗原市・登米市
　０２２９－２４－２２６７（地域番号２）

●休日当番医を調べよう！

＊診療科目
内科、外科、小児科 
（中学生以下は小児科になります。） 

＊診療時間
内科
月曜日から土曜日 18：00～翌7：00 
日曜日・休日  18：00～翌6：00  

外科
月曜日から土曜日 18：00～翌7：00 
日曜日・休日  9：00～17：00／18：00～21：00  

小　児　科
月曜日から金曜日 19：00～22：00 
土曜日 18：00～翌7：00　日曜日・休日 18：00～翌6：00 
注意：曜日により診療時間が異なりますのでご注意ください。 
石巻市夜間急患センターは、一次救急施設のため、応急処置が原則です。 
お薬の処方は基本的に1日分のみとなりますので、翌日以降にかかりつけ医を受診してください。 

初めて行く方は場所がわかりづらいかも・・・
お出かけついでに、一度場所を確認しておくことをお勧めします。

石巻市蛇田字西道下71番地（石巻赤十字病院敷地内）TEL：0225-94-5111

石巻市夜間急患センター
内科・外科・小児科

休日の
場合
休日の
場合

なぜか子供って、休日や夜に
発熱したり具合が悪くなるんだよね。



発熱（38℃以上）発発発熱熱熱（（（33888℃℃℃以以以上上上）））発熱（38℃以上）発熱（38℃以上）発発発熱熱熱（（（33888℃℃℃以以以上上上）））発熱（38℃以上）
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１５

３３ページのチェック表をコピーして、記入したものを持って行くと
伝えやすいです。

翌朝８：00



けいれん・ふるえけけけいいいれれれんんん・・・ふふふふるるるえええけいれん・ふるえけいれん・ふるえけけけいいいれれれんんん・・・ふふふふるるるえええけいれん・ふるえ

7 8

生後６ヶ月未満。（あるいは６歳以上） 

翌朝８：00



せき（ゼェゼェする）せせせききき（（（ゼゼゼェェゼゼゼェェすすするるる）））せき（ゼェゼェする）せき（ゼェゼェする）せせせききき（（（ゼゼゼェェゼゼゼェェすすするるる）））せき（ゼェゼェする）
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翌朝８：00



腹痛・便秘腹腹腹痛痛痛・・・便便便秘秘秘腹痛・便秘腹痛・便秘腹腹腹痛痛痛・・・便便便秘秘秘腹痛・便秘
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（素手で触れずに、使い捨て手袋等を使いましょう。） 

（素手で触れずに、使い捨て手袋等を使いましょう。） 

翌朝８：00



下痢下下下下痢痢痢下痢下痢下下下下痢痢痢下痢
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（素手で触れずに、使い捨て手袋等を使いましょう。） 

翌朝８：00



吐き気・吐いたとき吐吐吐ききき気気気・・・吐吐吐いいいたたたとととききき吐き気・吐いたとき吐き気・吐いたとき吐吐吐ききき気気気・・・吐吐吐いいいたたたとととききき吐き気・吐いたとき
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（素手で触れずに、使い捨て手袋等を使いましょう。） 

翌朝８：00



誤飲（変なものを飲み込んだ）誤誤誤飲飲飲（（（変変変なななももものののををを飲飲飲みみみ込込込んんんだだだ）））誤飲（変なものを飲み込んだ）誤飲（変なものを飲み込んだ）誤誤誤飲飲飲（（（変変変なななももものののををを飲飲飲みみみ込込込んんんだだだ）））誤飲（変なものを飲み込んだ）
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（公財）

ようにかか
える。

翌朝８：00



やけどやややけけけどどどやけどやけどやややけけけどどどやけど
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翌朝８：00

する



頭を打った頭頭頭ををを打打打っったたた頭を打った頭を打った頭頭頭ををを打打打っったたた頭を打った
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翌朝８：00



診察を受けるときに診診診察察察ををを受受受けけけるるるととときききににに診察を受けるときに
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こんな時は救急車を！こここんんんななな時時時ははは救救救急急急車車車ををを！！！こんな時は救急車を！

♦けいれんが止まらない、５分以上続く、繰り返す
♦呼吸がきわめて困難になっている
♦ひどい腹痛や頭痛がある
♦意識がない
♦水ぶくれができている広範囲のやけど
♦出血が激しく止まらない

やむをえず祖父母などに頼む時は、症状や経過のメモを渡しておくとよいでしょう。

ホームページ　http://medinf.mmic.or.jp/
①局番なしの「１１９」をダイヤル（携帯電話からもOK）
②「救急車をお願いします」と伝える
③子どもの名前、年齢、住所、電話番号、場所の目印となる建物などを伝える
④持病がある場合は、その病名とかかりつけの医療機関を伝える
⑤子どもの症状を伝える

①健康保険証、母子（親子）健康手帳、お金を用意する。
②玄関の鍵をあける。
③家族や近所の人がいれば、救急車が到着したときの誘導をお願いする。

１１９番通報１１９番通報１１９番通報

救急車を待つ間

①救急救命士の指示に従う。
②家を出る前に火元を確認する。
③入院せずに帰宅することもあるので靴を持って行く。
④戸締りを忘れずに！

救急車で病院に行くとき

参考）公益社団法人　日本小児科学会「こどもの救急」

健康保険証
母子（親子）健康手帳
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薬の上手な使い方薬薬薬ののの上上上手手手ななな使使使いいい方方方薬の上手な使い方

◦飲ませる前にボトルを軽く振り、薬の成分を均一にします。
◦1回の量を正確に量ります。目盛りは真横からチェック。
◦保管は冷蔵庫で。投与期間を過ぎたものは捨てます。

（ 　 　 　 　 　 　 ）一部薬の種類により制限されているものがあり
ますので、薬剤師に確認するようにします。

ヨーグルト、ゼリー、プリン、ジャム、ココア、
きな粉、ムース、バナナなど

薬を混ぜて味が変わり、
ミルク嫌いになることも
あるので、避け
たほうがよい
でしょう。

育児用ミルク
高温のため、薬の成分が
変質するおそれがありま
す。

熱いスープ

心もち口の奥に入れ、流し込みます。

スプーンの時
のどを突かないよう注意して、ほお
の内側に流し込みます。

スポイトの時

コップ飲みができるようになった子
は、コップで。
甘味をいやがる子は水で薄めてあげ
てもかまいません。

小さめのコップの時
ミルクを飲んでいる子なら、哺乳び
んの乳首を利用しても。

哺乳びんの乳首の時

病院で処方してもらった薬は、指示どおりきちんと
飲ませましょう。薬の形によって与え方にはちょっ
としたコツがあります。

飲ませ方

シロップ剤

◦数滴の水を加えてペースト状にねり、清潔な指のはらでとって
　上あごにすりつけます。その後、水やぬるま湯を飲ませます。
◦小さな容器に薬を入れ、少量の水やぬるま湯に溶かして飲ませ
　ます。
◦ゼリーやヨーグルトなど子どもが好きな食べ物に混ぜて飲ませ
　ます。

粉　  剤 座　  薬

　おむつを替える要領で両足をあげ、先を
水か食用油で湿らせ、とがったほうから肛
門へ入れて、30秒ほど肛門をティッシュ
で押さえましょう。必要量が半分など、分
量調整が必要な時は、ナイフなどでカット
してから挿入します。

混ぜていいもの

注）1歳未満の子どもには、はちみつを使ってはいけません。

混ぜていけないもの

参考）財団法人　日本母子衛生研究会
　　　「小児科受診ノート（平成25年度版）」



新型コロナウイルス感染症新新新型型ココロロナナナウウウイイイルルルスス感感感染染染症症症新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症新新新型型ココロロナナナウウウイイイルルルスス感感感染染染症症症新型コロナウイルス感染症
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感染症対策!!感染症対策!!感染症対策!!

●爪は短く切っておきましょう
●時計や指輪は外しておきましょう手の洗い方

１

4

指先・爪の間を念入りに
こすります。

手首も忘れずに洗います。

3

6

手の甲をのばすように
こすります。

親指と手のひらを
ねじり洗いします。

2

5

流水でよく手をぬらした後、
石けんをつけ、手のひらをよく
こすります。

指の間を洗います。

2 手洗いの
前に

手洗いの
前に

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

手洗い
ででで

咳エチケット
せ き

使ったらすぐにゴミ箱へ捨て、なるべく
早く手を洗いましょう。

ティッシュで!2
マスクやティッシュが使えない時は、袖
や上着の内側で口・鼻を覆いましょう。

袖や上着の内側で!３

咳エチケット
（口・鼻を覆う）（口・鼻を覆う）

おお

せ きせ き

1
電車や職場、学校など
人が集まるところでは
特に気をつけましょう正しい

マスクがない時! とっさの時!

鼻から頬までを覆い、隙間がないよう
につけましょう

マスクの使用で！１

新型コロナウイルス感染症について

・発熱や乾いた咳を認める。

・一部の子どもには嘔吐、腹痛や下痢などの消化器症状もみられる。

・鼻汁や鼻閉などの上気道症状は比較的少ない。

・成人と同じように、発熱が続き肺炎になる例もある。

　感染していても無症状である可能性も指摘されていますが、子ども

は正確に症状を訴えられないので注意が必要です。

症状は？

　医療機関では感染症の症状がある方は、受診時間や受付場所を変える

などの対応をしている場合があります。

★受診する前に、受診する医療機関に電話で相談しましょう。

★濃厚接触者や健康観察対象者の場合、まずは保健所に相談しましょう。

受診の際の注意点

　窒息や熱中症のリスクが高まるため、２歳未満のお子さんはマスク

着用が推奨されていません。２歳以上の場合でも、マスクを着用する

際は、保護者や周りの大人が子どもの体調に十分に注意したうえで着

用させて下さい。

乳幼児のマスク着用は注意が必要です

症状は、一般的な
風邪とほぼ同じ。

翌朝８：00



市
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かけがえのない地域医療を守るためかかかけけけがががえええのののななないいい地地地域域域医医療療療ををを守守守るるるたたためめめかけがえのない地域医療を守るため

　人口10万人当たりの宮城県平均医師数は238.4人、
全国平均医師数は246.7人となっています。

（第７次宮城県地域医療計画（宮城県））
（平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計（厚生労働省））

47.2 44.6

102.9 112.4
（主たる診療科）

270.7人270.7人

大崎・栗原医療圏大崎・栗原医療圏
166.6人166.6人

151.5人151.5人

石巻・登米・気仙沼
医療圏

石巻・登米・気仙沼
医療圏
153.7人153.7人
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お役立ち情報おおお役役役立立立ちちち情情情報報報お役立ち情報

グチでも何でも話せる　子育て応援ダイヤル

ママパパライン仙台  022－773－9140
毎週金曜日　10：00～16：00（年末年始休み）

子育ての悩み・不安など…

おっぱいのトラブルで困ったら…

仙台いのちの電話  022－718－4343
インターネット相談  https://www.inochinodenwa-net.jp

24時間つながっています。ひとりじゃないよ話をきかせて

母　乳　相　談

　安心して子育てができるように、宿泊、日帰り、訪問による産後ケア事業を
実施しています。乳房ケアや育児相談などをすることができます。
対　象：家族等から十分な支援を受けられない、産後1年未満の方
　　　　詳細は、お電話で各総合支所へお問い合わせください。

迫総合支所：0220-22-5554　　登米総合支所：0220-52-5054
東和総合支所：0220-53-4113　　中田総合支所：0220-34-2311 
豊里総合支所：0225-76-4113　　米山総合支所：0220-55-2112
石越総合支所：0228-34-2113　　津山総合支所：0225-68-3114

　　　　　　　　　　　南方の皆さまは健康推進課：0220-58-2113

産後ケア事業

●登米市民病院　助産師外来
　　連絡先：0220-22-5511（代表）

予約制で有料です

●ひととて助産院（東和町）
　　連絡先：0220-23-8820

予約制で有料です
ホームページがあります

わくわくマタニティサロン・こんにちは赤ちゃんサロン

＊妊娠中のこと、出産のこと、育児のことなどについて、みんなでゆっくり話し
てみませんか？友達や育児仲間ができるチャンスです！

＊専門スタッフからのアドバイスなど実際に役立つ情報はもちろん、わいわいと
楽しいひと時をすごしましょう！お友達をお誘いあわせのうえ、ご参加ください。
　●対象：妊娠中の方と１才位までの乳幼児とその家族
　●時間：10：00～11：30（受付 ９：40～）
　●会場：子育て支援センター
　●持ち物：母子（親子）健康手帳、筆記用具
　●申し込み・問い合わせ
　　わくわくマタニティサロン：登米市健康推進課地域保健係  0220-58-2116
　　こんにちは赤ちゃんサロン：子育てサポートセンター　   0220-58-5558
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受診の前からチェックしましょう受受受診診診ののの前前前かかからららチチチェェッッックククしししままましししょょょううう受診の前からチェックしましょう

●小児科受診シート

特に熱が続く場合など記録して持っていきましょう

月   　 日（　  ）
時刻
41℃

40℃

39℃

38℃

37℃

36℃

0　　３　　6　　9　　12　　15　　18　　21　　　0　　３　　6　　9　　12　　15　　18　　21　　　0　　３　　6　　9　　12　　15　　18　　21　　　0　　３　　6　　9　　12　　15　　18　　21　　　0
月   　 日（　  ） 月   　 日（　  ） 月   　 日（　  ）

※コピーして使用して下さい
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