
　　＜休診・代診のお知らせ＞ 2015年8月22日作成

神経内科の代診・休診
9/249/249/249/24 木午　前 神経内科高島医師 ⇒　　　　　　　休診
9/269/269/269/26 土 午　前 神経内科鈴木医師 ⇒時間短縮11：30まで

10/2210/2210/2210/22 木 午　後 神経内科瀧瀬医師 ⇒　　　　　　　休診
11/1011/1011/1011/10 火午　後 神経内科 菊池(雷）医師 ⇒　　　　　　　休診
11/1311/1311/1311/13 金午　前 神経内科 菊池(雷）医師 ⇒　　　　　　　休診

脳外科の代診・休診
8/278/278/278/27 木午　前 脳神経外科窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診
8/298/298/298/29 土午　前 脳神経外科 佐々木（亮）医師佐々木（亮）医師佐々木（亮）医師佐々木（亮）医師 ⇒　臨時診察実施
9/59/59/59/5 土午　前 脳神経外科 佐々木（亮）医師佐々木（亮）医師佐々木（亮）医師佐々木（亮）医師 ⇒　　　　　　　休診

10/210/210/210/2 金午　前 脳神経外科 山内医師 ⇒　　　　　　　休診
10/1510/1510/1510/15 木午　前 脳神経外科窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診
10/1910/1910/1910/19 月午　前 脳神経外科 小澤医師 ⇒　　　　　　　休診
10/2110/2110/2110/21 水 午　後 脳神経外科 小澤医師 ⇒　　　　　　　休診



内科の代診・休診
8/248/248/248/24 月午　前 内　科 窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診
8/248/248/248/24 月午　前 内　科 加賀美医師 ⇒　　　　　　　休診
8/258/258/258/25 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
8/268/268/268/26 水午　前 内　科 窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診
8/268/268/268/26 水午　前 内　科 加賀美医師 ⇒　　　　代診予定
8/278/278/278/27 木午　前 内　科 木村医師 ⇒　　　　　　　休診
8/278/278/278/27 木午　後 内　科 加賀美医師 ⇒　　　　　　　休診
8/288/288/288/28 金午　前 内　科 窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診
8/298/298/298/29 土午　前 内　科 服部医師 ⇒　木村博之医師
8/298/298/298/29 土午　前 内　科 府川医師 ⇒　　　　佐野医師
9/19/19/19/1 火午　後 内　科 井上医師 ⇒　　　　吉井医師
9/29/29/29/2 水午　前 内　科 本多医師 ⇒　　　　　　　休診
9/29/29/29/2 水夜　診 内　科 長浜医師 ⇒　　　　　　　休診
9/59/59/59/5 土午　後 内　科 岩田医師 ⇒　　　　　　　休診



9/89/89/89/8 火午　前 内　科 木村医師 ⇒　　　　　　　休診
9/89/89/89/8 火午　後 内　科 井上医師 ⇒　　　　亀田医師

9/109/109/109/10 木午　前 内　科 石原医師 ⇒　　　　代診予定
9/119/119/119/11 金午　前 内　科 高倉医師 ⇒　　　　　　　休診
9/129/129/129/12 土午　後 内　科 佐藤医師 ⇒　　　　　　　休診
9/179/179/179/17 木午　前 内　科 長浜医師 ⇒　　　　　　　休診
9/289/289/289/28 月午　前 内　科 山脇医師 ⇒　　　　　　　休診
9/289/289/289/28 月午　前 内　科 窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診

10/1410/1410/1410/14 水午　前 内　科 窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診
10/2110/2110/2110/21 水午　前 内　科 本多医師 ⇒　　　　　　　休診
10/2310/2310/2310/23 金午　前 内　科 瀧瀬医師 ⇒　　　　代診予定
10/2410/2410/2410/24 土午　前 内　科 瀧瀬医師 ⇒　　　　代診予定

整形外科・外科の代診・休診
8/268/268/268/26 水 午　後午　後午　後午　後 外　科 竹村医師 ⇒　　　　　　　休診
8/298/298/298/29 土午　前 整形外科交代制 ⇒　　　　長田医師



9/119/119/119/11 金午　前 整形外科山部医師 ⇒　　　　　　　休診
9/199/199/199/19 土 午　前 整形外科 佐々木医師 ⇒　　　　長田医師
9/289/289/289/28 月 午前・午後午前・午後午前・午後午前・午後 整形外科柳澤医師 ⇒　　　　　　　休診
9/289/289/289/28 月午　前 外　科 皆川医師 ⇒　　　　　　　休診

10/2810/2810/2810/28 水 午　後 外　科 竹村医師 ⇒　　　　　　　休診
10/3110/3110/3110/31 土午　前 整形外科交代制 ⇒　　　佐々木医師
11/2511/2511/2511/25 水 午　後 外　科 竹村医師 ⇒　　　　　　　休診

泌尿器科の代診・休診
10/610/610/610/6 火午　後 泌尿器科横溝医師 ⇒　　　　　　　休診

耳鼻咽喉科の代診・休診
8/278/278/278/27 木午　前 耳鼻咽喉科塩野医師 ⇒　　　　　　　休診
9/179/179/179/17 木午　前 耳鼻咽喉科塩野医師 ⇒　　　　　　　休診
9/199/199/199/19 土午　前 耳鼻咽喉科鹿島医師 ⇒　　　　井上医師



皮膚科の代診・休診
9/89/89/89/8 火午　前 皮膚科 小原医師 ⇒　　　　　　　休診

9/119/119/119/11 金午　前 皮膚科 吉田医師 ⇒　　　　　　　休診
9/269/269/269/26 土 午　前 皮膚科 天野医師 ⇒　　　　　　　休診

10/1710/1710/1710/17 土 午　前 皮膚科 天野医師 ⇒　　　　　　　休診
11/2111/2111/2111/21 土 午　前 皮膚科 天野医師 ⇒　　　　　　　休診
12/2612/2612/2612/26 土 午　前 皮膚科 天野医師 ⇒　　　　　　　休診

小児科の代診・休診
8/298/298/298/29 土午　前 小児科 冨澤医師 ⇒　　　　　　　休診


