
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

28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日
(諸星)/斎藤 船戸 船戸/河村 澤井 船戸

満山 船戸 小川/岩澤 澤井 船戸
4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日

(諸星)/斎藤 船戸 船戸/河村 ★諸星/澤井 船戸
満山 船戸 小川/岩澤 澤井 船戸

11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日
(諸星)/斎藤 船戸 船戸/河村 澤井 船戸

満山 船戸 小川/岩澤 澤井 船戸
18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日

斎藤 船戸 船戸/河村 澤井 船戸
満山 船戸 小川/岩澤 澤井 船戸

25日 26日 27日 28日 29日 30日 1日
(諸星)/斎藤 船戸 船戸/河村 澤井 船戸

満山 船戸 岩澤 澤井 船戸
★6/8（木）午前はDr.諸星9:00～9:30・Dr.澤井9：30～の診療予定となります。

　　昼休みあり（午前診療終了よりお昼休みをいただきますので、午後の診療開始時間はお問い合わせください）
【診療時間、担当医変更のお知らせ】
月曜日のDr.諸星の診察ご希望の方は受付までお問い合わせください。

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

28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日
横森 星川 白井 星川 廣瀬
水吉 星川・河村 諸星/斎藤 星川 洲崎

4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
横森 星川 白井 星川 廣瀬
水吉 星川・河村 諸星/斎藤 星川 洲崎

11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日
横森 星川 白井 星川 廣瀬
水吉 星川・河村 諸星/斎藤 星川 洲崎

18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日
横森 星川 白井 星川 廣瀬

▼横森　～17:30 星川・河村 斎藤 星川 △斎藤　～17:30

25日 26日 27日 28日 29日 30日 1日
横森 星川 白井 星川 廣瀬
水吉 星川・河村 諸星/斎藤 星川 洲崎

△6/23(水)午後の診療はＤｒ．齋藤に変更、～17:30までとなります。

【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

28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日
満山 満山 満山 竹ノ谷 河村
北田 満山 澤井 久保田 諸星

4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日
満山 満山 満山 竹ノ谷 ◆河村
中村 満山 澤井 久保田 ◆諸星

11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日
満山 満山 満山 竹ノ谷 河村
森 満山 澤井 ◇竹ノ谷 諸星

18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日
満山 満山 満山 竹ノ谷 河村
北田 満山 澤井 久保田 諸星

25日 26日 27日 28日 29日 30日 1日
満山 満山 満山 竹ノ谷 ■諸星
古川 満山 澤井 久保田 諸星

◆6/9(金)の診療は午前Dr.河村9:00～12:30、午後Dr.諸星15:30～17:30変更となります。
◇6/15(木)午後の診療は、Dr.竹ノ谷に変更となります。
■6/30（金）午前はDr.諸星に変更となります。
【診療時間、担当医変更のお知らせ】
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▼6/14(月)午後の診療はDr.横森に変更、～17:30までとなります。
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9:00～14:00

交代制 穐山

久保田
PM吉川衛教授

交代制 森脇

庄司
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9:00～14:00

交代制
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交代制

交代制
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※6/25（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。
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交代制
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9:00～13:00 9:00～14:00

交代制 三輪

八木

▲6/11(日)の診療時間は9:00～13:00となります。

小林斉
◎小林一女教

交代制▲
～13:00

※休日当番


