2020.11.16

体調が悪い方

相談したい方

発熱などの風邪症状

風邪症状以外の体調不良や

感染したかもしれない、

軽度の体調不良

予防策について知りたい など

どこの病院に行ったらいいか教えてほしい

自宅で

体調について相談したい

様子をみたい

平日の日中のみ
24 時間対応

かかりつけ医または近医に

受診相談センター に電話

電話予約をして受診

TEL︓089-909-3483
最寄りの医療機関を紹介してくれます。

症状が続く場合や悪化
した場合は、無理せず病
院を受診しましょう。

愛媛大学総合健康センター
に電話またはメールで相談

TEL︓089-927-9193
MAIL︓s_kenko@stu.ehime-u.ac.jp
※夜間・休日等で総合健康センターが閉室し
ている場合は、近医や救急病院を受診して
ください。（事前に電話して受診すること）
松山市救急病院当番表

抗原検査

地域外来・検査センター

は URL または QR コード
から参照。トップページから
急 病・救急・ AED 案内

医師の判断

PCR 検査

―[1]急病、救急案内へ
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/m/

※新型コロナウイルスの検査を行った場合は、必ず総合健康センターまたは学生生
活支援課（教職員は人事課）まで連絡してください。（連絡先は右記参照）

自宅等で療養

抗原検査・PCR 検査になった場合の連絡先

新型コロナ陰性

新型コロナ陽性

【学生】 学生生活支援課
nandemo@stu.ehime-u.ac.jp
日中︓(089) 927-9099, 8970
夜間等︓(090) 1001-0731, 0730

自宅療養後の登学・出勤の基準については下記を参照。

主治医や医療機関、

https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/09/BCP_attendance.pdf

保健所の指示に従う

修学・就業上の困りごとは、担当学部チームや所属部局にご相談ください。

【教職員】 人事課
corona@stu.ehime-u.ac.jp
日中︓089-927-9030
夜間等︓090-3180-4692
愛媛大学 総合健康センター
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If you have any symptoms

For consultation

Poor health condition (other than cold)

Cold symptoms (fever etc.)

Mild symptoms

I donʼt know to which hospital to go
or I want to consult.

Iʼll wait to
see if they
get worse.

weekdays only

24-hour service

Call the Consultation Center
Call in advance and see your
doctor or a local doctor
If the

symptoms

TEL︓089-909-3483
You will be referred to a clinic nearby.
※ If you donʼt speak Japanese, ask
International Office for help. (see right)

last or get worse,
donʼt

hesitate

If you are worried that you might be
infected or want to know about
prevention measures

to

see a doctor.

Contact the Health Services Center
at Ehime University

TEL︓089-927-9193
MAIL︓s_kenko@stu.ehime-u.ac.jp
※If the Health Services Center is closed
at night and on holidays, please go to
the emergency hospital. (Please call in
advance.) See below for the Emergency

Antigen test

Community Test Center

Doctorʼs decision

Hospital Calendar in English.

http://home.e-catv.ne.jp/wgo/

PCR test

※ If you take a test, inform the Health Services Center or
Student Support Division (Personnel Division for staff).

Contact for when you are told to
take an antigen or PCR test
【For Student】
International Office

Rest at home

PCR negative

PCR positive

kokuryu@stu.ehime-u.ac.jp
weekday︓ (089) 927-9157
night︓ (090) 7140-3265
【For Staff】
Personnel Division

See below for the criteria for attending school and going to work.

Follow the guidance

https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/09/BCP_attendance.pdf

from the doctor, hospital,

If you have any problems with your study or work, please contact your faculty team.

public health center.

corona@stu.ehime-u.ac.jp

Ehime University Health Services Center

