
口腔保健センター
堺区大仙中町18番3号

電話相談・案内

緊急時等の医療情報

救急安心センターおおさか 365日 24時間対応

TEL ＃7119（固定電話：プッシュ回線・携帯電話）
TEL 06-6582-7119

（公財）日本中毒情報センター
化学物質（たばこ、家庭用品など）、医薬品、動植物の毒などによっ
て起こる急性中毒について、実際に事故が発生している場合に限
定し情報を提供しています。
大阪中毒110番

365日 24時間対応
TEL 072-727-2499

つくば中毒110番

365日 9：00～21：00まで
TEL 029-852-9999

たばこ誤飲事故専用電話 365日 24時間対応
（テープによる情報提供）TEL 072-726-9922

「救急車を呼ぶほどではないが病院でみてもらいたい」ときや
「医療機関や診療所の場所等を知りたい」ときにオペレータが
大阪府内の医療機関をご案内します。

大阪府救急医療情報センター 365日 ２４時間対応

TEL 06-6693-1199

小児救急電話相談
小児科医の支援体制のもとに看護師が相談に応じます。
夜間の子どもの急病時、病院へ行ったほうがよいかどうか、
判断に迷った時にご利用ください。

365日 19：00～翌日8：00

TEL ＃8000
TEL 06-6765-3650

（固定電話：プッシュ回線・携帯電話）
（固定電話：ダイヤル回線などから）

（堺区） 堺山口病院 Tel 072-241-3945
清恵会病院 Tel 072-223-8199

（中区） ベルランド総合病院 Tel 072-234-2001
邦和病院 Tel 072-234-1331
南堺病院 Tel 072-236-3636

（西区） 馬場記念病院 Tel 072-265-5558
堺市立総合医療センター Tel 072-272-1199

（北区） 大阪労災病院 Tel 072-252-3561
堺若葉会病院 Tel 072-255-1001

（美原区）田中病院 Tel 072-361-3555
※重篤患者の治療などで診療できない場合があります
ので、受診前に必ず医療機関へご確認ください。

令和4年12月現在

（堺区） 清恵会病院 Tel 072-223-8199
（中区） ベルランド総合病院 Tel 072-234-2001
（西区） 馬場記念病院 Tel 072-265-5558
（北区） 大阪労災病院 Tel 072-252-3561

＜脳神経外科救急病院＞

＜外科救急病院＞

◯小児救急電話相談（19：00～翌日8：00）

携帯電話・プッシュ回線から Tel ＃8000
ダイヤル回線などから Tel 06-6765-3650
小児科医の支援体制のもと看護師が相談に応じます。

夜間の子どもの急病時、病院へ行った方が良いかどうか
判断に迷ったときは、

こんな時どうすればいいの？
＜休日、夜間の子ども急病ガイドブック＞

＜病状別の対応内容等については、皆様の判断の目安としていただくものです。＞＜病状別の対応内容等については、皆様の判断の目安としていただくものです。＞
☆日頃からかかりつけ医に急病の対応などご相談ください。

医療機関案内・救急医療電話相談・緊急度判定サービス

迷った時の選択肢
○パソコン・スマホから ⇒ 小児救急支援アプリ
大切なお子さんが突然の病気やケガで、「救急車を呼んだ方がい
い？」「近くの医療機関はどこ？」など困ったとき、質問に答えると
「緊急性」を判断し、症状に応じた近くの医療機関（大阪府内）を地図
に表示するスマートフォン専用アプリです。
医療機関のほか、救急安心センターおおさか、119番などにワン
タッチで電話をかけることもできます。
App Storeまたは Google playからダウンロードできます。「小
児救急支援」で検索してください。
○パソコン・スマホがない時 ⇒ 救急安心センターおおさか

Tel ♯7119(Tel 06-6582-7119）
市民からの緊急医療相談を看護師が医師の支援体制のもと、24時
間・365日対応します。
※緊急性が高いと思った時は、迷わず119番通報を！

休日夜間急病診療のお知らせ（受付時間）

問合せ ▶ 団業事療医急救市堺）財公（
〒593-8304
堺市西区家原寺町１丁１番２号

TEL 272-0909 FAX 272-5959

診察は受付開始時間の30分後からです。ただし、12時45分のときは13時から始めます。
を」ジーペムーホ市堺「、」いかさ報広「はくし詳､でのすまりわ変が制体療診はに盆お・始年末年

ご覧ください。受診時には健康保険証、子ども医療医療証、障害者医療証などをご持参ください。
受診する際は、必ず事前に各センターへお電話ください。表は令和4年12月現在です。

9：30～11：30
12：45～16：30
17：30～翌

朝4：30
9：30～11：30
12：45～16：30
17：30～20：30

9：30～11：30
12：45～16：30

こども急病診療センター 17：30～翌
朝4:30

17：30～20：30

17：30～20：30

20：30～翌
朝4:30

―

―

小児科

内科

歯科

担当科 平日 土曜日 日・祝日

072-272-0909
072-272-5959

072-292-0099
072-292-0629

072-243-0099
072-243-3088

西区家原寺町1丁1番2号

泉北急病診療センター
南区竹城台1丁8番1号

「病院へ行った方がいいのか、救急車を呼んだ方がいいのか」
突然の病気やケガで困ったときに電話してください。市民か
らの救急医療相談を、看護師が医師の支援体制のもと、24時
間・365日対応します。相談の結果、緊急性がある場合は、直
ちに救急車が出場します。

●「もしも」の時の連絡先●

中学生以下の
方が対象( )

中学生以下の
方を除く( )

（固定電話：ダイヤル回線などから）



●問合せ一覧● 市外局番は「072」です。

各保育施設等については「さかい子育て応援アプリ」や「堺市ホームページ」よりご覧になれます。
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