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☆☆☆ 休診・代診等お知らせ ☆☆☆ 

 

※やむを得ない理由により、休診・代診の予定を急遽変更する場合がありますので、必ず事前に

電話(0799-22-1200)にてお問い合わせください。 

 

☆☆☆ ２０２３年０５月 ☆☆☆ 

０５月２３日（火） 

 放射線科         魚谷医師 休診（ＰＭ） ⇒ 代診：なし  対応医師：山崎医師 

  

０５月２４日（水） 

 整形外科         茨木医師 休診 ⇒ 代診：未定 

 外科            大石医師 休診（１４：００～１５：００） ⇒ 代診：なし 

  

０５月２５日（木） 

 消化器内科        森口医師 休診 ⇒ 代診：なし 

  

０５月２６日（金）  

 消化器内科        小山医師 休診 ⇒ 代診：山本医師 

  

０５月３１日（水） 

 脳神経内科        宮崎医師 予約患者のみ診察します 

 心臓血管外科      井上医師 休診 ⇒ 代診：松尾医師 

 形成外科         村井医師 休診 ⇒ 代診：なし  対応医師：時吉医師 

   

☆☆☆ ２０２３年０６月 ☆☆☆ 

０６月０２日（金） 

 糖尿病・内分泌内科  西垣医師 休診 ⇒ 代診：なし 

 脳神経内科       垂髪医師 予約患者のみ診察します 

 心臓血管外科      後竹医師 休診 ⇒ 代診：なし  対応医師 松尾医師 

 整形外科         櫻井医師 休診 ⇒ 代診：なし  対応医師 寺坂医師 

  

０６月０５日（月） 

 形成外科         時吉医師 休診 ⇒ 代診：なし 

  

０６月０６日（火）  

 歯科口腔外科      高田医師 休診 ⇒ 代診：なし  対応医師：伊賀医師 利川医師 
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０６月０７日（水） 

 形成外科         時吉医師 休診 ⇒ 代診：なし 

  

０６月０８日（木） 

 糖尿病・内分泌科    鈴木医師 休診（１３：００～） ⇒ 代診：なし 

  

０６月０９日（金） 

 消化器内科       高橋直医師 休診 ⇒ 代診：なし  対応医師：小山医師 

 産婦人科         伏見医師 休診 ⇒ 対応医師 真鍋医師 

 小児科          福原医師 休診 ⇒ 代診：なし  対応医師：藤本医師 

 歯科口腔外科      利川医師 休診（ＰＭ） ⇒ 代診：なし 

  

０６月１３日（火）  

 糖尿病・内分泌内科  鈴木医師 休診 ⇒ 代診：なし 

  

０６月１６日（金） 

 歯科口腔外科      高田医師 休診 ⇒ 代診：なし  対応医師：伊賀医師 利川医師 

 整形外科         櫻井医師 休診 ⇒ 代診：なし  対応医師：寺坂医師 

  

０６月２０日（火）  

 糖尿病・内分泌内科  鈴木医師 休診 ⇒ 代診：なし 

  

０６月２２日（木） 

 精神科           杉山医師 休診 ⇒ 代診：なし 

  

０６月２３日（金） 

 整形外科         櫻井医師 休診（ＰＭ） ⇒ 代診：なし 

  

０６月２６日（月） 

 歯科口腔外科      利川医師 休診 ⇒ 代診：伊賀医師  対応医師：伊賀医師 

  

０６月２７日（火） 

 歯科口腔外科      利川医師 休診 ⇒ 代診：伊賀医師  対応医師：伊賀医師 

 糖尿病・内分泌内科  鈴木医師 休診 ⇒ 代診：なし 
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０６月２９日(木)  

 小児腎臓外来      近藤医師 休診 ⇒ 代診：なし 

  

０６月３０日（金） 

 産婦人科         鷲尾医師 休診 ⇒ 代診：真鍋医師  対応医師：真鍋医師 

  

☆☆☆ ２０２３年０７月 ☆☆☆  

０７月２５日（火） 

 呼吸器内科        桐生医師 休診 ⇒ 代診：なし  対応医師：堂國医師 

  

０７月３１日(月） 

 整形外科         山本医師 休診 ⇒ 代診：なし 

 産婦人科         金山医師 休診 ⇒ 代診：園田医師 

  

☆☆☆ ２０２３年８月 ☆☆☆  

０８月０１日（火） 

 放射線科         魚谷医師 休診（ＡＭ） ⇒ 代診：なし 対応医師 大崎医師 or 山崎医師 

  

   

０８月１５日（火）  

 精神科           杉山医師 休診 ⇒ 代診：なし 

  

☆☆☆ ２０２３年０９月 ☆☆☆ 

０９月０１日（金） 

 脳神経内科        垂髪医師 休診 ⇒ 代診：なし  対応医師：宮崎医師 

  

０９月１４日（木） 

 乳腺外科         井上医師 休診 ⇒ 代診：なし 

   

０９月２１日（木）  

 小児腎臓外来      近藤医師 休診 ⇒ 代診：なし 

  

☆☆☆ ２０２３年１１月 ☆☆☆  

１１月２２日（水）  

 小児神経外来      徳元医師 休診 ⇒ 代診：なし 
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☆☆☆ ２０２４年０３月 ☆☆☆  

０３月２１日（木）  

 小児腎臓外来      近藤医師 休診 ⇒ 代診：なし 


