
外来休診・代診のお知らせ

休診日 診療科 医師名 代診 備考
2017/06/26(月) 糖尿病内科 瀧 なし
2017/06/26(月) 整形外科 古永 なし
2017/06/28(水) 消化器内科 土屋 なし
2017/06/28(水) 糖尿病内科 瀧 なし
2017/06/28(水) 整形外科 古永 なし
2017/06/29(木) 整形外科 古永 なし
2017/06/30(金) 耳鼻いんこう科 德永 なし
2017/06/30(金) 糖尿病内科 菅原 なし
2017/06/30(金) 皮膚科 大久保 あり
2017/07/01(土) 整形外科 高木 なし
2017/07/01(土) 泌尿器科 佐藤 なし
2017/07/01(土) 消化器内科 外處 あり
2017/07/03(月) 整形外科 大塚 なし
2017/07/04(火) 消化器外科 初診外来 なし
2017/07/04(火) 消化器外科 若林 なし
2017/07/06(木) 糖尿病内科 髙橋 なし
2017/07/06(木) 糖尿病内科 木下 なし
2017/07/06(木) 循環器内科 緒方 なし
2017/07/06(木) 循環器内科 内藤 なし
2017/07/06(木) 整形外科 樋口 なし
2017/07/07(金) 耳鼻いんこう科 德永 なし
2017/07/07(金) 耳鼻いんこう科 大﨑 なし
2017/07/07(金) 耳鼻いんこう科 木下 なし
2017/07/07(金) 消化器外科 峯田 なし
2017/07/07(金) 糖尿病内科 瀧 なし
2017/07/07(金) 循環器内科 内藤 なし
2017/07/07(金) 整形外科 菱川 なし
2017/07/07(金) 泌尿器科 高島 なし
2017/07/10(月) 神経内科 内田 なし
2017/07/10(月) 小児科 竹内 未定
2017/07/10(月) 心臓血管外科 手取屋 なし
2017/07/11(火) 消化器外科 初診外来 なし
2017/07/11(火) 消化器外科 若林 なし
2017/07/13(木) 消化器内科 江川 なし
2017/07/13(木) 消化器内科 高森 なし
2017/07/13(木) 乳腺外科 中熊 なし 都合により休診とさせていただきます
2017/07/13(木) 整形外科 大塚 なし
2017/07/14(金) 頭頸部外科 西嶌 なし 都合により休診とさせていただきます
2017/07/14(金) 乳腺外科 上野 なし
2017/07/14(金) 整形外科 大塚 なし
2017/07/14(金) 整形外科 菱川 なし
2017/07/14(金) 頭頸部外科 西嶌 なし 都合により休診とさせていただきます
2017/07/14(金) 整形外科 鮫島 なし
2017/07/15(土) 乳腺外科 高橋 なし
2017/07/15(土) 泌尿器科 木田 なし
2017/07/16(日) 小児外科 小室 なし 都合により休診とさせていただきます
2017/07/18(火) 消化器内科 土屋 なし
2017/07/18(火) 小児外科 小室 なし 都合により休診とさせていただきます
2017/07/19(水) 眼科 渡邊 なし
2017/07/20(木) 耳鼻いんこう科 中島 なし
2017/07/20(木) 消化器外科 田中 なし
2017/07/20(木) 消化器外科 田中 なし
2017/07/20(木) 循環器内科 緒方 なし
2017/07/20(木) 小児外科 小室 なし 都合により休診とさせていただきます
2017/07/20(木) 整形外科 大塚 なし
2017/07/20(木) 循環器内科 齋藤 なし
2017/07/21(金) 整形外科 大塚 なし
2017/07/21(金) 泌尿器科 高島 なし

2017/07/22(土) 耳鼻いんこう科

睡眠無呼
吸
外来 なし 都合により休診とさせていただきます

2017/07/22(土) 糖尿病内科 髙橋 なし
2017/07/24(月) 眼科 清水 なし
2017/07/25(火) 眼科 火曜医師 なし
2017/07/26(水) 眼科 清水 なし
2017/07/27(木) 眼科 清水 なし
2017/07/28(金) 膠原病内科 武井 なし
2017/07/28(金) 眼科 小池 なし
2017/07/28(金) 眼科 担当医 なし
2017/07/29(土) 小児科 竹内 未定
2017/07/29(土) 泌尿器科 木田 なし
2017/07/31(月) 小児科 竹内 未定
2017/07/31(月) 眼科 小池 なし
2017/08/01(火) 耳鼻いんこう科 睡眠呼吸外なし
2017/08/01(火) 小児科 竹内 なし 都合により休診とさせていただきます
2017/08/01(火) 眼科 小池 なし
2017/08/01(火) 神経内科 中村 なし
2017/08/02(水) 眼科 小池 なし



外来休診・代診のお知らせ

休診日 診療科 医師名 代診 備考
2017/08/03(木) 耳鼻いんこう科 中島 なし
2017/08/03(木) 小児科 竹内 なし
2017/08/03(木) 眼科 小池 なし
2017/08/03(木) 整形外科 山本 なし
2017/08/04(金) 血液内科 鴇田 なし
2017/08/04(金) 消化器内科 白井 なし
2017/08/04(金) 小児科 三村 未定
2017/08/04(金) 乳腺外科 上野 なし
2017/08/04(金) 整形外科 山本 なし
2017/08/05(土) 耳鼻いんこう科 睡眠呼吸外なし
2017/08/05(土) 消化器外科 中村 なし
2017/08/05(土) 消化器内科 三科 なし
2017/08/05(土) 小児科 三村 未定
2017/08/07(月) 循環器内科 片桐 なし
2017/08/07(月) 整形外科 山本 なし
2017/08/07(月) 神経内科 藤巻 なし
2017/08/08(火) 呼吸器内科 鈴木 なし
2017/08/08(火) 小児科 三村 未定
2017/08/08(火) 整形外科 西原 なし
2017/08/09(水) 整形外科 佐々木 なし
2017/08/10(木) 血液内科 泉福 なし
2017/08/10(木) 消化器内科 江川 なし
2017/08/10(木) 循環器内科 TAVI外来 なし
2017/08/10(木) 循環器内科 緒方 なし
2017/08/10(木) 整形外科 佐々木 なし
2017/08/10(木) 糖尿病内科 石塚 なし
2017/08/12(土) 糖尿病内科 髙橋 なし
2017/08/12(土) 眼科 渡邊 なし
2017/08/12(土) 泌尿器科 佐藤 なし
2017/08/12(土) 乳腺外科 高橋 なし
2017/08/14(月) 血液内科 泉福 なし
2017/08/14(月) 消化器内科 西川 なし
2017/08/14(月) 眼科 石川 なし
2017/08/14(月) 眼科 渡邊 なし
2017/08/14(月) 産婦人科 古川 なし
2017/08/14(月) 糖尿病内科 橋本 なし
2017/08/15(火) 呼吸器内科 鈴木 なし
2017/08/15(火) 眼科 石川 なし
2017/08/15(火) 眼科 渡邊 なし
2017/08/15(火) 産婦人科 林 なし
2017/08/15(火) 神経内科 山野井 なし
2017/08/15(火) 泌尿器科 福田 なし
2017/08/16(水) 眼科 担当医 なし
2017/08/16(水) 眼科 渡邊 なし
2017/08/16(水) 産婦人科 林 なし
2017/08/16(水) 産婦人科 古川 なし
2017/08/16(水) 循環器内科 一色 なし
2017/08/16(水) 神経内科 山野井 なし
2017/08/16(水) 泌尿器科 加藤 なし
2017/08/17(木) 消化器内科 江川 なし
2017/08/17(木) 眼科 木曜医師 なし
2017/08/17(木) 眼科 渡邊 なし
2017/08/17(木) 神経内科 岩田 なし
2017/08/18(金) 耳鼻いんこう科 木下 なし
2017/08/18(金) 眼科 石川 なし
2017/08/18(金) 産婦人科 古川 なし
2017/08/18(金) 皮膚科 大久保 なし
2017/08/19(土) 産婦人科 古川 なし
2017/08/19(土) 産婦人科 担当医 なし
2017/08/21(月) 糖尿病内科 瀧 なし
2017/08/22(火) 産婦人科 後藤 なし
2017/08/23(水) 糖尿病内科 瀧 なし
2017/08/24(木) 産婦人科 後藤 なし
2017/08/24(木) 整形外科 高木 なし
2017/08/24(木) 整形外科 樋口 なし
2017/08/25(金) 耳鼻いんこう科 大崎 なし
2017/08/25(金) 消化器内科 島田 なし
2017/08/25(金) 消化器内科 西川 なし
2017/08/25(金) 乳腺外科 上野 なし 都合により休診とさせていただきます
2017/08/26(土) 脳神経外科 矢吹 なし
2017/08/26(土) 整形外科 高木 なし
2017/08/28(月) 耳鼻いんこう科 大崎 なし
2017/08/28(月) 頭頸部外科 西嶌 なし 都合により休診とさせていただきます
2017/08/28(月) 脳神経外科 髙橋 あり
2017/08/31(木) 神経内科 岩田 なし
2017/09/01(金) 整形外科 鮫島 なし
2017/09/04(月) 整形外科 鮫島 なし
2017/09/05(火) 神経内科 須田 なし



外来休診・代診のお知らせ

休診日 診療科 医師名 代診 備考
2017/09/05(火) 産婦人科 島井 なし
2017/09/07(木) 産婦人科 中熊 なし
2017/09/08(金) 整形外科 大塚 なし
2017/09/09(土) 産婦人科 中熊 なし
2017/09/11(月) 眼科 篠﨑 なし
2017/09/11(月) 泌尿器科 岡本 なし
2017/09/12(火) 眼科 篠﨑 なし
2017/09/13(水) 眼科 篠﨑 なし
2017/09/13(水) 循環器内科 一色 なし
2017/09/13(水) 泌尿器科 森武 なし
2017/09/14(木) 消化器内科 江川 なし
2017/09/14(木) 眼科 篠﨑 なし
2017/09/15(金) 眼科 篠﨑 なし
2017/09/15(金) 整形外科 印南 なし
2017/09/15(金) 整形外科 大塚 なし
2017/09/16(土) 神経内科 篠﨑 なし
2017/09/16(土) 乳腺外科 高橋 なし
2017/09/16(土) 泌尿器科 佐藤 なし
2017/09/19(火) 神経内科 中村 なし
2017/09/20(水) 呼吸器内科 中村 なし
2017/09/20(水) 神経内科 吉澤 なし
2017/09/20(水) 神経内科 石原 なし
2017/09/21(木) 循環器内科 TAVI外来 なし
2017/09/21(木) 循環器内科 緒方 なし
2017/09/22(金) 形成外科 桐田 なし
2017/09/22(金) 頭頸部外科 西嶌 なし 都合により休診とさせていただきます
2017/09/25(月) 整形外科 大塚 なし
2017/09/26(火) 消化器外科 若林 なし
2017/09/27(水) 神経内科 石原 なし
2017/09/29(金) 消化器内科 西川 なし
2017/10/02(月) 神経内科 德永 なし
2017/10/03(火) 消化器外科 若林 なし
2017/10/03(火) 神経内科 德永 なし
2017/10/05(木) 神経内科 德永 なし
2017/10/06(金) 整形外科 牧野 なし
2017/10/06(金) 神経内科 德永 なし
2017/10/07(土) 整形外科 高木 なし
2017/10/07(土) 整形外科 牧野 なし
2017/10/10(火) 消化器外科 若林 なし
2017/10/12(木) 神経内科 岩田 なし
2017/10/16(月) 皮膚科 塩味 なし
2017/10/18(水) 皮膚科 塩味 なし 都合により休診とさせていただきます
2017/10/19(木) 皮膚科 塩味 なし
2017/10/23(月) 皮膚科 乃木田 あり
2017/10/23(月) 耳鼻いんこう科 德永 なし
2017/10/24(火) 呼吸器内科 中嶋 なし 都合により休診とさせていただきます
2017/10/24(火) 脳神経外科 矢吹 なし
2017/10/24(火) 皮膚科 乃木田 あり
2017/10/26(木) 呼吸器内科 中嶋 なし 都合により休診とさせていただきます
2017/10/26(木) 整形外科 大塚 なし
2017/10/26(木) 循環器内科 TAVI外来 なし
2017/10/26(木) 循環器内科 緒方 なし
2017/10/26(木) 神経内科 岩田 なし
2017/10/26(木) 泌尿器科 佐藤 なし
2017/10/27(金) 整形外科 大塚 なし
2017/10/27(金) 皮膚科 乃木田 あり
2017/10/28(土) 脳神経外科 矢吹 なし
2017/10/28(土) 糖尿病内科 髙橋 なし
2017/10/31(火) 消化器外科 若林 なし
2017/11/08(水) 整形外科 印南 なし
2017/11/09(木) 整形外科 印南 なし
2017/11/10(金) 整形外科 印南 なし
2017/11/16(木) 泌尿器科 佐藤 なし
2017/11/17(金) 整形外科 大塚 なし
2017/11/18(土) 泌尿器科 木田 なし
2017/11/18(土) 泌尿器科 佐藤 なし
2017/11/22(水) 泌尿器科 加藤 なし
2017/11/25(土) 整形外科 高木 なし
2017/11/27(月) 整形外科 高木 なし
2017/11/29(水) 整形外科 高木 なし
2017/12/07(木) 産婦人科 中熊 なし
2017/12/09(土) 産婦人科 中熊 なし
2017/12/27(水) 泌尿器科 加藤 なし


	一覧

