
2023年2月3日（金） ちゃんと9

千歳市・恵庭市 2023年2月
夜間・休日当番医案内

※上記の診療時間と異なる日程がありますので、ご留意願います。
※ 当日の救急当番医は急きょ変更になることがあります。最新情報は千歳市ホームページにてご確認願います。
※体調不良のときは、「ちとせ健康・医療相談ダイヤル 24」をご利用ください。

ちとせ健康・医療相談ダイヤル 24
千歳市にお住まいの方がご利用になれます。
0120-010-293

（24時間対応　通話料・相談料無料　携帯可）
IP 電話からは 03-5524-8500（通話料有料）
北海道小児救急電話相談
夜間の子どもの急な病気やけがなどの際に、看護師や小児科医師
が電話により助言を行います。

℡ 011-232-1599（相談時間：毎日 19時～翌朝 8時）
【短縮ダイヤル】♯ 8000
（※この短縮ダイヤルは、プッシュ回線、携帯電話からご利用いただけます。）

注)  外科診療とは、救急当番医療機関でのけが等の外傷の軽症外来患者の診療です。外科診療日には、内
科医不在のため、内科診療はできません。夜間･休日急病診療所で受診してください。夜間・休日急
病診療所は、子どもから大人まで対応するために内科・小児科系診療を行っておりますが、小児科
専門の診療所ではありませんので、あらかじめご理解のうえ受診されますようお願い致します。

開　設　日 内科・小児科系診療 
《夜間 ･休日急病診療所》

外科診療（けが等の外傷）
《救急当番医療機関》

平日（月～金曜） 20時～翌朝 7時
 （受付 6時 30分まで） 18時～ 21時 30分

土曜日 14時～翌朝 7時
 （受付 6時 30分まで） 14時～ 20時

日曜日、祝日 9時～翌朝 7時
 （受付 6時 30分まで） 9時～ 20時

年末年始
（12月 29日～ 1月 3日） 休診 ９時～翌朝９時

（内科・外科系）

夜間・休日救急診療体制

外科系 内科系
救急当番医療機関 休日夜間急病センター

平日  17 時～深夜０時  19 時～翌朝７時
土曜日  12 時～深夜０時  14 時～翌朝７時

日曜日、祝日
年末年始

（12月29日～1月3日）

9時～深夜 0時
※　5日は9時～19時
※　11日は13時30分～19時30分
※　12日は9時～17時
※　19日は9時～16時
※　23日は15時～20時

 ９時～翌朝７時

夜間・休日救急診療体制

千歳市 2月の診療日程

日 曜日 外科系 内科系

4 土 休日夜間急病センター℡ 25-6131

5 日 休日夜間急病センター※ ℡ 25-6131 休日夜間急病センター℡ 25-6131

11 土・祝 休日夜間急病センター※ ℡ 25-6131 休日夜間急病センター℡ 25-6131

12 日 休日夜間急病センター※ ℡ 25-6131 休日夜間急病センター℡ 25-6131

18 土 休日夜間急病センター℡ 25-6131

19 日 休日夜間急病センター※ ℡ 25-6131 休日夜間急病センター℡ 25-6131

23 木・祝 休日夜間急病センター※ ℡ 25-6131 休日夜間急病センター℡ 25-6131

25 土 市立千歳市民病院  ℡ 24-3000 休日夜間急病センター℡ 25-6131

26 日 休日夜間急病センター℡ 25-6131

恵庭市 2月の診療日程
日 曜日 内科・小児科系 外科（けが等の外傷）

4 土 夜間・休日急病診療所
14時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 えにわ病院

14時～ 20時 ℡ 33-2333

5 日 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 恵み野病院

9時～ 20時 ℡ 36-7555

11 土・祝 夜間・休日急病診療所9時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 恵み野病院
9時～ 20時 ℡ 36-7555

12 日 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 えにわ病院

9時～ 20時 ℡ 33-2333

18 土 夜間・休日急病診療所
14時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 恵み野病院

14時～ 20時 ℡ 36-7555

19 日 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 えにわ病院

9時～ 20時 ℡ 33-2333

23 木・祝 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 恵み野病院

9時～ 20時 ℡ 36-7555

25 土 夜間・休日急病診療所
14時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 恵み野病院

14時～ 20時 ℡ 36-7555

26 日 夜間・休日急病診療所
9時～翌 6時 30分 ℡ 25-5891 恵庭第一病院

9時～ 20時 ℡ 34-1155

 市立千歳市民病院 地域医療連携課
 電話 0123-24-3000（内線8138）

と き 2月18日（土）
 13時～14時
と こ ろ 市立千歳市民病院 2階 講義室
内 容  テーマ「排泄のいろは～気持ちの良い排泄してますか～」
講 師 市立千歳市民病院　皮膚排泄ケア認定看護師　関口　加奈子

市立千歳市民病院からのお知らせ

問合せ

2月18日

市民健康講座 参加費無料、申込不要。直接会場へお越
しください（入口は正面玄関です）。参
加者はマスクの着用をお願いします。
感染拡大により中止となる場合は病院
ホームページで周知します。

キューちゃんの

今日は何の日？

2月3日は「神社本庁設立記念日」
　1946年のこの日、日本全国のほとん
どの神社を包括している宗教法人・神
社本庁が発足したけど、神社本庁自体
は事務機関であり崇敬の対象となるも

のではないことから、
神社では特に祭礼
などは行われないん
だって。

日本ペットシッター協会公認

年中無休
ご自宅へ訪問！ペットのお世話致します。ご自宅へ訪問！ペットのお世話致します。

●以前ペットホテルに預けたら…　
●急な入院で…　●旅行したいが…　
●トリミングサロンや
　ペットクリニックの送迎…
●介護のお手伝い…　
●お散歩の代行 … etc

Pet-sitter Wan-Nyan
ペットシッタ ー  わ ん にゃん

■恵庭市島松寿町2-7-5 
■営業時間 7:00～20:00 
　※時間外対応有り

https://wan-nyan-hokkaido.com
tel 090-9432-7771
●道保011620351号  ●道訓011640351号　
●登録年月日 2016年4月15日 ●登録有効期限 2026年4月14日 ●動物取扱責任者　千葉 香奈

新型コロナウイルス感染予防の為、マスク、手袋等を着用、
出入時の消毒、換気の徹底、シッターの過去1週間の

検温提示を行っております。

検 索えにわ通年雇用E-mail : eniwa-kisetsu@amail.plala.or.jpTEL：0123-33-3131（内線3334）  FAX：0123-33-3137
〒061-1498 北海道恵庭市京町１番地  恵庭市経済部商工労働課内
恵庭市通年雇用促進協議会 後援：千歳公共職業安定所（ハローワーク千歳）

お問い合わせ

医療・介護・福祉事業
合同企業就職説明会

医療・介護・福祉事業で働くための合同企業説明会

入場
無料

当協議会としましては引き続き今後の政府発表や社会情勢を踏まえ、新型コロ
ナウイルスの感染防止を念頭に、来場者や事業所の皆様の健康と安全を第一に
考え、細心の感染防止対策を講じながら事業を進めていきます。コロナ禍の状況
如何では、事業を中止とすることもありますので予めご了承願います。
　①体調不良、発熱等のある方は事業への参加をお控え願います。
　②事業に参加される場合はマスクの着用、手指の消毒をお願いします。

【皆様へのお願い】新型コロナウイルス感染症感染防止対策について

あなたの笑顔と支える想いが 
　　　　たくさんの笑顔を咲かせます恵庭市民会館 中・大会議室 恵庭市新町10番地 恵庭市役所となり

9:30▶12:30　2.11 土曜日
2023

ホームページE-mail

厚生労働省委託
令和4年度
通年雇用促進
支援事業

令和5年1月27日現在：順不同・敬称略

※参加事業所、募集内容等に変更があった場合はあらかじめご容赦願います。

【参加企業】 医療機関、介護・福祉サービス業【参加企業】 医療機関、介護・福祉サービス業

社会福祉法人いちはつの会　
医療法人社団慶心会　
社会医療法人北晨会　
医療法人盟侑会　
社会福祉法人恵望会　
社会福祉法人健美会　
有限会社セカンドライフ　
株式会社橙果舎　
株式会社ＧＡＫＵＳＡＮ
HITOWAケアサービス株式会社　
株式会社ビジュアルビジョン
社会福祉法人恵庭光風会
医療法人盟侑会　
社会医療法人恵和会　
医療法人社団緩和ケアクリニック・恵庭

社会福祉法人いちはつの会恵庭地区
介護付有料老人ホーム ラ・デュース恵み野 他
介護老人保健施設 恵み野ケアサポート
介護老人保健施設 アートライフ恵庭
特別養護老人ホーム 恵望園
地域密着型特別養護老人ホーム ふる里えにわ
グループホーム 北のくにから
ライブラリ恵庭 こもれびの家・めぐみの
小規模多機能施設・グループホーム のりこハウス
介護付有料老人ホーム イリーゼ恵庭 他
けあビジョンホーム恵庭
恵庭光と風の里ほか
島松病院
恵庭第一病院
緩和ケアクリニック・恵庭

法　人　名 事　業　所　名業　　　種

介
護
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ー
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ス
事
業

医    療    機    関

障がい者福祉施設

申込み不要 履歴書不要 入退室自由


