
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 ２９日 ３０日 ３１日 1日
松田・（諸星） 船戸 船戸/河村 澤井 船戸

満山 船戸 小川/野本 澤井 船戸
２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日

諸星 船戸 船戸/河村（補） 諸星 船戸
満山 船戸 小川/野本 澤井 船戸

９日 １０日 １１日 １２日 １３日 １４日 １５日
諸星 船戸 船戸/河村 澤井 船戸
満山 船戸 小川/野本 澤井 船戸

１６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日
諸星 船戸 船戸/河村（補） 澤井 船戸
満山 船戸 小川/野本 澤井 船戸

２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日
諸星 船戸 船戸/河村 澤井 船戸
満山 船戸 小川/野本 澤井 船戸

３０日

※Dr.河村　第１・第３水曜　小金井・三鷹で補聴器外来

【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 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

２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日
横森 星川 白井 星川 廣瀬
小松崎 星川・河村 諸星 星川 洲崎

９日 １０日 １１日 １２日 １３日 １４日 １５日
横森 星川 白井 星川 廣瀬
小松崎 星川・河村 諸星 星川 ▽横森14:30～17:00

１６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日
横森 星川 白井 星川 廣瀬
小松崎 ◇星川 諸星 星川 洲崎

２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日
横森 星川 白井 星川 廣瀬
小松崎 ◇星川 ◆横森14:00～17:00 星川 洲崎

３０日 ▽4月14日（金）午後の診療はDr.横森・14:30～17:00に変更となります。
◇4/18(火)午後、4/25(火)午後の診療はDr.星川の1診となります。
◆4/26(水)午後の診療はDr.横森・14:00～17:00に変更となります。

※第１．第３火曜　補聴器外来

【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 ２９日 ３０日 ３１日 1日
満山 満山 満山 竹ノ谷 河村
許 満山 澤井 山口 諸星

２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日
満山 満山 満山 竹ノ谷 河村
森 満山 澤井 久保田 諸星

９日 １０日 １１日 １２日 １３日 １４日 １５日
満山 満山 満山 竹ノ谷 河村
北田 満山 澤井 久保田 諸星

１６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日
満山 満山 満山 竹ノ谷 河村
古川 △河村 澤井 久保田 諸星

２３日 ２４日 ２５日 ２６日 ２７日 ２８日 ２９日
満山 満山 満山 竹ノ谷 河村
中村 △河村 澤井 久保田 ■河村15:00～16:00

３０日
■4／28(金)午後の診療はDr.河村　15時～16時に変更となります。
△4/18(火)午後、4/26(火)午後の診療はDr.河村に変更となります。

【診療時間、担当医変更のお知らせ】
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