
　　＜休診・代診のお知らせ＞ 2015年4月11日作成

神経内科の代診・休診
4/234/234/234/23 木 午　後 神経内科 南雲医師 ⇒時間短縮3：30まで

5/205/205/205/20 水 午　前 神経内科 石原医師 ⇒　　　　　　　休診
5/205/205/205/20 水 午　前 神経内科 佐野医師 ⇒　　　　　　　休診
5/205/205/205/20 水 午　前 神経内科 南雲医師 ⇒　　　　　　　休診
5/215/215/215/21 木 午　後 神経内科 南雲医師 ⇒　　　　　　　休診
5/225/225/225/22 金 午　前 神経内科 加藤医師 ⇒　　　　　　　休診
5/235/235/235/23 土 午　前 神経内科 鈴木医師 ⇒　　　　　　　休診
6/36/36/36/3 水 午　前 神経内科 石原医師 ⇒　　　　　　　休診

6/106/106/106/10 水 午　前 神経内科 佐野医師 ⇒　　　　　　　休診

脳外科の代診・休診
4/234/234/234/23 木 午　前 脳神経外科 窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診
5/25/25/25/2 土 午　前 脳神経外科 佐々木亮医師 ⇒　　　　　　　休診
5/85/85/85/8 金 午　前 脳神経外科 山内医師 ⇒　　　　　　　休診



6/256/256/256/25 木 午　後 脳神経外科 山内医師 ⇒　　　　　　　休診
6/266/266/266/26 金 午　前 脳神経外科 山内医師 ⇒　　　　　　　休診
6/106/106/106/10 水 午　後 脳神経外科 小澤医師 ⇒　　15：00～診察

内科の代診・休診
4/174/174/174/17 金 午　前 内　科 菊池（嘉）医師 ⇒　　　　岩﨑医師
4/184/184/184/18 土 午　前 内　科 北里医師 ⇒午前・午後診療
4/224/224/224/22 水 午　前 内　科 酒井医師 ⇒　　　　　　　休診
4/244/244/244/24 金 午　前 内　科 窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診
4/284/284/284/28 火 午前・午後午前・午後午前・午後午前・午後 内　科 木村医師 ⇒　　　　　　　休診
4/304/304/304/30 木 午　前 内　科 木村医師 ⇒　　　　　　　休診
4/304/304/304/30 木 午　前 内　科 長浜医師 ⇒　　　　　　　休診
4/304/304/304/30 木 夜　診 内　科 真壁医師 ⇒　　　　　　　休診
5/75/75/75/7 木 午　後 内　科 石川医師 ⇒　　　　　　　休診

5/125/125/125/12 火 午前・午後午前・午後午前・午後午前・午後 内　科 木村医師 ⇒ 診察実施します。

5/145/145/145/14 木 午　前 内　科 木村医師 ⇒ 診察実施します。



5/205/205/205/20 水 午　後 内　科 廣瀬医師 ⇒　　　　　　　休診
5/235/235/235/23 土 午　前 内　科 北里医師 ⇒　　　　　　　休診
5/275/275/275/27 水 午　前 内　科 宇野医師 ⇒　　　　　　　休診
5/295/295/295/29 金 午　前 内　科 窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診
5/305/305/305/30 土 午　前 内　科 北里医師 ⇒　　　　診察実施
6/116/116/116/11 木 午　後 内　科 佐野医師 ⇒　　　　　　　休診
6/276/276/276/27 土 午　前 内　科 府川医師 ⇒　　　　代診予定
6/276/276/276/27 土 午　前 内　科 服部医師 ⇒　　　　　　　休診
6/296/296/296/29 月 午　前 内　科 窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診

整形外科・外科の代診・休診
2015年

2015年2015年

2015年4/174/174/174/17 金 午　前 外　科 山部医師 ⇒　　　　　　　休診
4/234/234/234/23 木 午　前 整形外科 小見渕医師 ⇒　　　　　　　休診
5/15/15/15/1 金 午　前 外　科 山部医師 ⇒　　　　　　　休診
6/46/46/46/4 木 午　前 外　科 石塚医師 ⇒　　　　　　　休診

6/186/186/186/18 木 午　前 整形外科 長田医師 ⇒　　　　　　　休診



6/196/196/196/19 金 午　前 整形外科 長田医師 ⇒　　　　　　　休診
6/196/196/196/19 金 午　前 外　科 森田医師 ⇒　　　　　　　休診
6/246/246/246/24 水 午　後 外　科 竹村医師 ⇒　　　　　　　休診
7/227/227/227/22 水 午　後 外　科 竹村医師 ⇒　　　　　　　休診

泌尿器科の代診・休診
4/214/214/214/21 火 午　後 泌尿器科 横溝医師 ⇒　　　　　　　休診

小児科の代診・休診
4/114/114/114/11 土 午　後 小児科 千葉医師 ⇒　　　　冨澤医師
4/174/174/174/17 金 午　後 小児科 冨澤医師 ⇒　　15：00～診察
4/214/214/214/21 火 午　後 小児科 冨澤医師 ⇒　　　　　　　休診
4/244/244/244/24 金 午前・午後午前・午後午前・午後午前・午後 小児科 冨澤医師 ⇒診察実施します。
4/254/254/254/25 土 午　前 小児科 冨澤医師 ⇒　　　　　　　休診
5/25/25/25/2 土 午　前 小児科 千葉医師 ⇒　　　　　　　休診
5/25/25/25/2 土 午　後 小児科 千葉医師 ⇒　　　　冨澤医師



5/275/275/275/27 水 午　後 小児科 宇野医師 ⇒　　　　　　　休診
7/37/37/37/3 金 午　後 小児科 冨澤医師 ⇒　　15：00～診察


