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日 月 火 水 木 金 土

8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日
婦人科　中川医師 内科　山沖医師（～10：00）*6 呼吸器　永田医師 内科　田嶋医師 婦人科　中川医師 脳神経外科　高橋（浩）医師

内科　相澤医師 内科　田嶋医師 呼吸器内科　午前休診 婦人科　中川医師 乳腺外科　菊池医師 消化器　大久保医師*1

脳神経内科　予約のみ ボイス　渡邊医師 リプロ　鈴木医師 産婦人科　辻医師 乳腺外科　終日休診 泌尿器科　久米医師

リプロ　末永医師 リプロ　末永医師 脳神経外科　高橋（浩）医師 脳神経外科　高橋（浩）医師 内科　岸本医師

リプロ　鈴木医師 リプロ　鈴木医師 皮膚科　赤塚医師 産婦人科　小林医師 内科　鷲崎医師

形成外科　畑野医師（10：00～） 呼吸器　永田医師 リプロ　末永医師 消化器　渡邊（五）医師（15：00～）*2 呼吸器　永田医師

形成外科　予約のみ 呼吸器内科　午前休診 リプロ　鈴木医師 眼科　常廣医師 呼吸器　奥仲医師

呼吸器　永田医師 眼科　常廣医師 呼吸器　永田医師 リプロ　末永医師 呼吸器　休診

呼吸器内科　午後休診 耳鼻科　篠医師 呼吸器内科　午後休診 小児科　若月医師*9 リプロ　堤医師

眼科　輿水医師（午前） 眼科　高橋（正）医師（午前） リプロ　鈴木医師

眼科　常廣医師 形成外科　予約のみ リプロ　末永医師

心療内科　安藤医師

内科　山沖医師（～10：00）*4

8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日
消化器　磯部医師 呼吸器　永田医師 呼吸器　永田医師 皮膚科　佐藤医師 整形外科　青木医師

消化器外科　午後休診 呼吸器内科　午前休診 呼吸器　奥仲医師 整形外科　中村（洋）医師 整形外科　中村（洋）医師

呼吸器　永田医師 内科　足立（満）医師 呼吸器　午前休診 整形外科　午前休診 整形外科　終日休診

呼吸器　奥仲医師 リプロ　堤医師（午前） 眼科　清水医師 リプロ　堤医師 内科　竹中医師

呼吸器外科　午前休診 リプロ　末永医師 内科　鷲崎医師 リプロ　末永医師 内科　保田医師

呼吸器内科　午後休診 内科　鷲崎医師 内科　岡村医師 内科　内野医師 循環器内科　初診受付10：30まで

脳神経外科　高橋（浩）医師 小児科　若月医師 糖尿病内分泌代謝内科　午後休診 泌尿器科　中島医師 循環器内科　再診受付11：00まで

眼科　清水医師 新生児内科　戸津医師 小児科　若月医師 泌尿器科　小澤医師 リプロ　堤医師

内科　鷲崎医師 小児科　門脇医師 泌尿器科　午後休診 リプロ　末永医師

内科　大田（真）医師 新生児内科　戸津医師 心療内科　村上（正）医師 婦人科　三浦医師

リプロ　末永医師 眼科　輿水医師

リプロ　久須美医師 小児科　若月医師
*9

リプロ　鈴木医師 小児科　山口医師

リプロ　野間医師 呼吸器　奥仲医師

小児科　若月医師 呼吸器外科　午前休診

8月14日 8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日
整形外科　中村（洋）医師 呼吸器　須藤医師 消化器　瀧山医師 消化器　磯部医師 呼吸器　須藤医師 消化器　齋藤医師

整形外科　午後受付16：00まで 呼吸器　坂庭医師 消化器外科　午後休診 消化器　瀧山医師 呼吸器内科　終日休診 消化器外科　午後休診

リプロ　堤医師 呼吸器　加藤医師 呼吸器　須藤医師 消化器　渡邊（五）医師 消化器　渡邊（五）医師 消化器　大久保医師

リプロ　末永医師 呼吸器　午後休診 呼吸器内科　午後休診 消化器外科　終日休診 消化器外科　休診 リプロ　末永医師

リプロ　鍵本医師 泌尿器　小津医師 泌尿器　小津医師 呼吸器　須藤医師 内科　保田医師 泌尿器科　小津医師

呼吸器　須藤医師 泌尿器　藪﨑医師（11：00～）*7 内科　森安医師 呼吸器　午前休診 循環器内科　午前受付11：00まで 泌尿器科　午前休診

呼吸器内科　午前休診 リプロ　末永医師 歯科　小飼医師 内科　相澤医師 リプロ　末永医師 内科　保田医師（午後）

泌尿器　小津医師 リプロ　田畑医師 眼科　高橋（正）医師 脳神経内科　休診 眼科　常廣医師 小児科　高砂医師*11

眼科　輿水医師（午前） 消化器　三浦医師 耳鼻科　篠医師（～10：15）*8 内科　保田医師 泌尿器　小津医師

歯科　小飼医師 産婦人科　設樂医師 リプロ　田畑医師 内科　岸本医師*10 泌尿器科　午後休診

内科　小田原医師 歯科　小飼医師 小児科　山口医師 リプロ　末永医師 小児科　山口医師

小児科　遠山医師（午後） 眼科　高橋（正）医師 リプロ　田畑医師

内科　山沖医師（～10：00）*6 整形外科　中村（俊）医師（午後）

小児科　市田医師（午後） 眼科　高橋（正）医師

小児科　山口医師 小児科　山口医師

8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日
リプロ　末永医師 リプロ　末永医師 眼科　高橋（正）医師 呼吸器　奥仲医師 呼吸器　奥仲医師 リプロ　堤医師

整形外科　中村（俊）医師 呼吸器　加藤医師 内科　鷲崎医師 呼吸器外科　終日休診 呼吸器外科　午前休診 リプロ　末永医師

眼科　池田医師 泌尿器科　小津医師 泌尿器科　小津医師 リプロ　末永医師 リプロ　末永医師 リプロ　久須美医師

泌尿器科　小津医師 内科　畠医師 耳鼻科　篠医師 リプロ　久須美医師 リプロ　久須美医師 内科　保田医師

泌尿器科　午後休診 血液内科　休診 整形外科　中村（俊）医師 眼科　池田医師*5 循環器内科　初診受付10：30まで

内科　山沖医師（～10：30）*12 消化器　大久保医師 眼科　池田医師 泌尿器科　中島医師 循環器内科　再診受付11：00まで

内科　内野医師（10：15～）*13 消化器　午後休診 乳腺外科　予約のみ 泌尿器科　小津医師 歯科　小飼医師

耳鼻科　篠医師 耳鼻科　篠医師 泌尿器科　午後休診 消化器　大久保医師

小児科　市田医師（午後） 消化器内科　午後休診

8月28日 8月29日 8月30日 8月31日
内科　内野医師（午前） 眼科　髙橋（正）医師（午前） 小児科　門脇医師

婦人科　恩田医師 リプロ　末永医師 眼科　清水医師

眼科　清水医師 耳鼻科　西山医師 心療内科　中尾医師

リプロ　末永医師 耳鼻科　午前休診

リプロ　久須美医師 内科　山沖医師（～10：00）*6

耳鼻科　西山医師 消化器　大久保医師*10

泌尿器科　小津医師（予約のみ診療）*3

呼吸器　奥仲医師

呼吸器外科　午前休診

消化器　齋藤医師

消化器外科　午前休診

消化器内科　大久保医師

*1 8月20日（土）午後に振替で診察を行います（予約のみ）。 *11 奥野医師が代診いたします。

*2 受付は15：00までになります。 *12 診察は10：30からになります。

*3 予約のある方のみの診療になります。 *13 受付は9：30までになります。

*4 診察は10：00からになります。

*5 午後は常廣医師が代診いたします。

*6 診察は10：00からになります。

*7 受付は11：00までになります。

*8 診察は10：15からになります。

*9 市田医師が代診いたします。

*10 予約のみの診療となります。

　都合により、下記のとおり外来診療を休診させて頂きますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます

2022年 8月
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