
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
14:00～17:30 14:00～17:30 14:00～19:00 14:00～17:30 14:00～17:30

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
横森 服部 河村（補聴器）諸星 澤井 横森
満山 林麻美 小川/■相原 澤井 交代制

8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
横森 佐藤 河村（補聴器）諸星 澤井 横森 AM小林教授
満山 林麻美 小川/■相原 澤井 交代制 小林斉

15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
佐藤 河村（補聴器） 澤井 横森
林麻美 小川/■相原 澤井 交代制

22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
佐藤 河村（補聴器）諸星 澤井 横森
林麻美 小川/■相原 澤井 交代制

29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日
横森 ●岡田 河村（補聴器）諸星 澤井 横森
満山 林麻美 小川/■相原 澤井 交代制

※9/22（日）救急の休日当番となります。予約不可。最終受付16:30　昼休みの時間は要お問い合わせください
●10月より火曜日午前はDr.岡田に変更となります
■6月より水曜日午後はDr.相原に変更となります

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

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
諸星 星川 ☆斎藤 星川 廣瀬
相馬 星川・河村 斎藤 星川 洲崎

8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
諸星 星川 白井 星川 廣瀬
相馬 星川・河村 斎藤 星川 洲崎

15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
星川 白井 星川 諸星

星川・河村 斎藤 星川 相馬
22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日

星川 白井 星川 廣瀬
星川・河村 斎藤 星川 洲崎

29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日
諸星 星川 白井 星川 廣瀬
相馬 星川・河村 斎藤 星川 相馬

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

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日
満山 満山 澤井 山口 河村

河村（陽） 満山 澤井 山口 斎藤
8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日

満山 満山 満山 井上 河村
石橋 満山 澤井 山口 △斎藤17時終了

15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
満山 満山 井上 河村
満山 澤井 山口 斎藤

22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
満山 満山 井上 河村
満山 澤井 山口 斎藤

29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日
満山 満山 満山 井上 河村
森 満山 澤井 山口 斎藤

△9/13午後の診療は17時終了となります。
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