
休診情報 2023年5月22日

診療科 医師 休診日 備考

外科 岩崎 2023年8月16日 (水)

外科 岡本 2023年6月29日 (木) 乳腺外来

外科 岡本 2023年7月24日 (月) 乳腺外来

外科 岡本 2023年7月26日 (水) 乳腺外来

外科 岡本 2023年7月27日 (木) 乳腺外来

外科 岡本 2023年7月31日 (月) 乳腺外来

外科 福富 2023年6月1日 (木) 乳腺外来

整形外科 石川 2023年6月29日 (木) AM:一般　PM:スポーツ・膝外来

整形外科 石川 2023年8月15日 (火) 病院：スポーツ・膝外来

整形外科 石川 2023年10月10日 (火) 病院：スポーツ・膝外来

整形外科 岩田 2023年8月16日 (水)

整形外科 大野 2023年7月24日 (月) AM：一般外来、PM：スポーツ外来

整形外科 大野 2023年7月26日 (水)

整形外科 田中 2023年9月4日 (月)

整形外科 田中 2023年9月6日 (水)

整形外科 田中 2023年9月8日 (金)

内科 市川（武） 2023年6月15日 (木)

内科 市川（武） 2023年6月16日 (金)

内科 市川（武） 2023年6月22日 (木)

内科 市川（武） 2023年6月23日 (金)

内科 市川（武） 2023年7月21日 (金)

内科 市川（武） 2023年8月18日 (金)

内科 祝田 2023年7月14日 (金) 病院：院長外来　地連枠あり

内科 梅本 2023年9月4日 (月)

内科 河合 2023年5月31日 (水) 学会のため

内科 楠本 2023年7月25日 (火)

内科 倉林 2023年5月30日 (火)

内科 酒井 2023年7月13日 (木)

内科 佐藤（健） 2023年6月1日 (木) 学会のため

内科 佐野 2023年8月22日 (火)

内科 佐野 2023年8月23日 (水)

内科 須山 2023年6月19日 (月) 地連枠あり

内科 竹林 2023年6月13日 (火) 予約のみ

内科 田中（希） 2023年8月8日 (火)

内科 中村 2023年6月15日 (木)

内科 中村 2023年6月16日 (金)

内科 萩原 2023年8月9日 (水)

内科 萩原 2023年8月16日 (水)
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内科 原田 2023年6月27日 (火) 地連枠あり　予約のみ

内科 平形 2023年5月25日 (木) リウマチ外来・代診5/18（木）

内科 平形 2023年7月27日 (木) 代診：7/20

内科 宮尾 2023年7月13日 (木) 治験枠あり

内科 由井 2023年8月7日 (月)

内科 由井 2023年9月25日 (月)

内科 吉井 2023年7月14日 (金) 地連枠あり

内科 吉井 2023年9月22日 (金) 地連枠あり

小児科 志村 2023年8月7日 (月) PM：代謝・内分泌外来　代診：8/14

眼科 久米川 2023年6月30日 (金) 代診あり

眼科 久米川 2023年8月25日 (金) 代診あり

眼科 久米川 2023年8月28日 (月) 代診あり

耳鼻科 貫野 2023年8月2日 (水) PM：特殊外来・補聴器外来　地連枠あり

耳鼻科 貫野 2023年8月3日 (木) AM：一般外来　

耳鼻科 貫野 2023年8月4日 (金) AM：一般外来、PM：補聴器外来

耳鼻科 貫野 2023年8月16日 (水) PM：補聴器外来

耳鼻科 貫野 2023年8月18日 (金) PM：補聴器外来

耳鼻科 菅野 2023年11月6日 (月) AM：一般外来　代診：貫野

産婦人科 青木 2023年5月23日 (火) 代診あり

産婦人科 青木 2023年5月24日 (水) 代診あり

産婦人科 青木 2023年5月25日 (木) 代診あり

産婦人科 青木 2023年5月26日 (金) 代診あり

産婦人科 青木 2023年5月27日 (土) 予約のみ

産婦人科 青木 2023年8月14日 (月)

産婦人科 青木 2023年8月15日 (火) AMのみ代診：石谷

産婦人科 青木 2023年8月15日 (火)

産婦人科 青木 2023年9月19日 (火) AMのみ代診：石谷

産婦人科 青木 2023年9月19日 (火)

産婦人科 青木 2023年9月20日 (水)

産婦人科 青木 2023年9月21日 (木)

産婦人科 石谷 2023年10月6日 (金)

産婦人科 石谷 2023年11月17日 (金)

皮膚科 石橋 2023年8月1日 (火) AM：一般、PM：特診外来

皮膚科 石橋 2023年8月2日 (水) AM：一般（代診あり）、PM：特診外来

皮膚科 栗原 2023年10月16日 (月) AM：一般、PM：特診外来

皮膚科 栗原 2023年11月28日 (火) AM：一般、PM：特診外来

皮膚科 永尾 2023年7月20日 (木)

皮膚科 永尾 2023年8月2日 (水) AM：一般、PM：特診・レーザー外来

皮膚科 永尾 2023年8月3日 (木)

皮膚科 永尾 2023年8月4日 (金)
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皮膚科 永尾 2023年10月5日 (木)

皮膚科 永尾 2023年10月6日 (金)

精神神経科 下山 2023年5月26日 (金) AM：初診外来

脳神経外科 壷井 2023年6月15日 (木)
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