
日 月 火 水 木 金　 土
9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:30～12:00 9:00～12:00
14:00～17:30 14:00～19:00 14:00～19:00 14:00～17:30 14:00～19:00

２６日 ２７日 ２８日 １日 ２日 ３日 ４日
松田・（諸星） 船戸 船戸/河村 澤井 船戸

満山 船戸 小川/交代制 澤井 船戸
５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日

松田・（諸星） 船戸 船戸/河村 澤井 船戸
満山 船戸 小川/交代制 澤井 船戸

１２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日
松田・（諸星） 船戸 船戸/河村 澤井 船戸

満山 船戸 〇交代制 澤井 船戸
１９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日

船戸 船戸/河村 澤井 船戸
船戸 小川/交代制 澤井 船戸

２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日 １日
松田・（諸星） 船戸 △船戸 澤井 船戸

満山 船戸 小川/交代制 澤井 船戸
※３／１２（日）休日当番医のため、予約はお取りできません。９：００～１７：００まで、最終受付は１６：３０となります。

〇３／１５（水）午後はＤｒ．小川お休みとなります。
△３／２９（水）午前はＤｒ．河村お休みとため、１診となります。
３月月曜午前のＤｒ．諸星の診察は１１時以降～となりますのでご注意ください。その間は１診となります。
【診療時間、担当医変更のお知らせ】

日 月 火 水 木 金　 土
9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00
14:00～19:00 14:00～17:30 14:00～17:30 14:00～17:30 14:00～19:00

２６日 ２７日 ２８日 １日 ２日 ３日 ４日
横森 星川 白井 星川 廣瀬
相馬 星川・河村 諸星/松田 星川 洲崎

５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日
横森 星川 白井 星川 廣瀬
相馬 星川・河村 諸星/松田 星川 洲崎

１２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日
横森 星川 白井 星川 ■松田
相馬 星川・河村 諸星/松田 星川 洲崎

１９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日
星川 白井 星川 廣瀬

星川・河村 諸星/松田 星川 洲崎
２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日 １日

横森 星川 白井 星川 廣瀬
相馬 星川・河村 諸星/松田 星川 洲崎

■３／１７（金）午前はＤｒ．松田に変更となります。

【診療時間、担当医変更のお知らせ】

日 月 火 水 木 金　 土
9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00
14:00～19:00 14:00～17:30 14:00～17:30 14:00～19:00 14:00～17:30

２６日 ２７日 ２８日 １日 ２日 ３日 ４日
満山 満山 満山 竹ノ谷 河村
許 満山 澤井 山口 諸星

５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日
満山 満山 満山 竹ノ谷 河村
中村 満山 澤井 山口 ▽松田14時～17時

１２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日
満山 満山 ■松田 竹ノ谷 河村
中村 満山 澤井 山口 ●河村15時～16時

１９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日 ２５日
満山 満山 竹ノ谷 河村
満山 澤井 山口 諸星

２６日 ２７日 ２８日 ２９日 ３０日 ３１日 １日
満山 満山 満山 竹ノ谷 河村
調整中 満山 澤井 山口 諸星

■３／１５（水）午前はＤｒ．松田に変更となります。
●３／１７（金）午後は１５時～１６時まででＤｒ．河村に変更となります。
▽３／１０(金)午後の診療は14時～17時まででDr.松田に変更となります。

【診療時間、担当医変更のお知らせ】
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