
　　＜休診・代診のお知らせ＞ 2018年8月10日作成

神経内科の代診・休診
8/13 月 午　前 神経内科 南雲医師 ⇒　　　　　　　休診
8/13 月 午　前 神経内科 佐野医師 ⇒　　　　　　　休診
8/15 水 午　前 神経内科 南雲医師 ⇒　　　　　　　休診
8/16 木 午　後 神経内科 南雲医師 ⇒　　　　　　　休診
8/20 月 午　前 神経内科 廣瀬医師 ⇒　　　　　　　休診
8/29 水 午　前 神経内科 佐野医師 ⇒　　　　　　　休診
9/11 火 午　後 神経内科 菊池医師 ⇒　　　　　　　休診
9/14 金 午　前 神経内科 菊池医師 ⇒　　　　　　　休診
9/18 火 午　前 神経内科 高島医師 ⇒　　　　　　　休診
9/20 火 午　後 神経内科 高島医師 ⇒　　　　　　　休診

内科の代診・休診
8/13 月 午　前 内　科 窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診
8/13 月 午　前 内　科 稲葉医師 ⇒　　　　　　　休診
8/13 月 午　前 内　科 山脇医師 ⇒　　　　　　　休診



8/18土 午前・後 内　科 北里医師 ⇒午前午後診療を行います

8/22 水 午  後 内　科 廣瀬医師 ⇒　　　　　　　休診
8/29 水 夜　診 内　科 長浜医師 ⇒　　　　　　　休診
8/30 木 午　前 内　科 長浜医師 ⇒　　　　　　　休診
8/30 木 午　前 内　科 木村医師 ⇒　　　　　　　休診
8/30 木 午　後 内　科 佐野医師 ⇒　　　　　　　休診
8/31 金 午　前 内　科 窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診
8/31 金 午　前 内 科 佐野医師 ⇒　　　　石川医師
9/5 水 夜　診 内　科 高山医師 ⇒　　　　　　　休診
9/12 水 午後・夜診 内　科 小菅医師 ⇒　　　　　　　休診
9/26 水 午　後 内　科 真壁医師 ⇒　　　　　　　休診
9/27 木 夜　診 内　科 真壁医師 ⇒　　　　　　　休診
10/29 月 午　前 内　科 窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診
脳神経外科の代診・休診
8/16 木 午　後 脳神経外科 山内医師 ⇒　　　　　　　休診
8/17 金 午　前 脳神経外科 山内医師 ⇒　　　　　　　休診



7/19 木 午　後 脳神経外科 山内医師 ⇒　　　　　　　休診
8/30 木 午　前 脳神経外科 窪倉医師 ⇒　　　　　　　休診
9/5水 午　後 脳神経外科 小澤医師 ⇒　　　　　　　休診

10/10水 午　後 脳神経外科 小澤医師 ⇒　　　　　　　休診
10/11 木 午　後 脳神経外科 荒木医師 ⇒　　　　　　　休診
10/13土 午　前 脳神経外科 小澤医師 ⇒　　　　　　　休診
10/25 木 午　後 脳神経外科 荒木医師 ⇒　　　　　　　休診
11/21水 午　後 脳神経外科 小澤医師 ⇒　　　　　　　休診
整形外科の代診・休診
9/7 金 午　前 整形外科 山部医師 ⇒　　　　　　　休診
9/14 金 午　前 整形外科 山部医師 ⇒　　　　　　　休診
9/21 金 午　前 整形外科 山部医師 ⇒　　　　　　　休診
11/6 火 午　前 整形外科 長田医師 ⇒　　　　　　　休診
11/8 木 午　前 整形外科 長田医師 ⇒　　　　　　　休診
11/9 金 午　前 整形外科 長田医師 ⇒　　　　　　　休診

小児科の代診・休診



8/13 月 午　前 小児科 冨澤医師 ⇒　　　　　　　休診
8/13 月 午　後 小児科 冨澤医師 ⇒　　　　佐野医師
8/14 火 午　前 小児科 冨澤医師 ⇒　　　　佐野医師
8/14 火 午　後 小児科 冨澤医師 ⇒　　　　杉田医師
9/11 火 午　後 小児科 冨澤医師 ⇒　　　　代診予定

外科の代診・休診
8/13 月 午　前 外　科 鈴木医師 ⇒　　　　　　　休診
8/16 木 午　前 外　科 鈴木医師 ⇒　　　　　　　休診
8/21 火 午　後 外　科 三浦医師 　8/21⇒8/28変更
9/11 火 午　前 外　科 長谷部医師 ⇒　　　　　　　休診
9/14 金 午　前 外　科 長谷部医師 ⇒　　　　　　　休診
11/5 月 午　前 外　科 鈴木医師 ⇒　　　　　　　休診

耳鼻科の代診・休診
8/25 土 午　前 耳鼻科 古谷医師 ⇒　　　　　山田医師
9/4 火 午　前 耳鼻科 塩野医師 ⇒　　　　　　　休診
9/6 木 午　前 耳鼻科 塩野医師 ⇒　　　　　　　休診



9/8 土 午　前 耳鼻科 古谷医師 ⇒　　　　山田医師
10/2 火 午　後 耳鼻科 山田医師 ⇒　　　　和田医師

婦人科の代診・休診
8/13 月 午前・後 婦人科 中塚医師 ⇒　　　　　　　休診
8/20 月 午前・後 婦人科 中塚医師 ⇒　　　　　　　休診
8/31 金 午　前 婦人科 鮫島医師 ⇒　　　　　　　休診
10/16 火 午　前 婦人科 鮫島医師 ⇒　　　　　　　休診
10/19 金 午　前 婦人科 鮫島医師 ⇒　　　　　　　休診
泌尿器科の代診・休診
8/14 火 午　後 泌尿器科 蓮見医師 ⇒　　　　　　　休診
8/16 木 午　後 泌尿器科 石田医師 ⇒　　　　　　　休診
9/4 火 午　後 泌尿器科 蓮見医師 ⇒　　　　　　　休診
9/6 木 午　後 泌尿器科 石田医師 ⇒　　　　小杉医師

皮膚科の代診・休診
8/27 月 午前・後 皮膚科 小原医師 ⇒　　　　　　　休診
8/28 火 午　前 皮膚科 小原医師 ⇒　　　　　　　休診



8/29 水 午前・後 皮膚科 小原医師 ⇒　　　　　　　休診
8/31 金 午　前 皮膚科 小原医師 ⇒　　　　　　　休診
9/5 水 午前・後 皮膚科 小原医師 ⇒　　　　　　　休診


