
平成２９年１１月　医師休診一覧
日 曜日 科別 時間 Ｄｒ名 休代診 日 曜日 科別 時間 Ｄｒ名 休代診

循環器内科 午前 竹中 休診 SAS 午後 椎名 休診

移植外科 午前 尾本 休診 移植外科 午前午後 尾本 休診

循環器内科 午後 稲垣 休診 循環器内科 午後 中山 休診

乳腺外科 午後 古賀 休診 泌尿器 午後 室宮 休診

移植外科 午前午後 尾本 休診 神経内科 午後 清水（優） 休診

循環器内科 午後 中山 休診 循環器内科 午前 中山 休診

皮膚科 午後 並木 休診 心臓血管外科 午前 宮川 休診

循環器内科 午前 渡邉（暁） 休診

神経内科 午後 加藤（秀） 休診

小児科 午前 久保田 代診

整形外科 午前 石田 休診

循環器内科 午前 渡邉（暁） 休診

神経内科 午前 関 休診

小児科 午前 久保田 代診

小児科 午後 新井 代診

外科 午後 壽美 代診

皮膚科 午前 坪井 代診

整形外科 午後 畠中（孝） 休診 泌尿器 午後 飯塚 休診

乳腺外科 午後 古賀 休診 乳腺外科 午後 古賀 休診

整形外科 午前 畠中（孝） 休診

耳鼻咽喉科 午前 田中（英） 代診 神経内科 午後 清水（優） 休診

外科 午前 渡邊（充） 休診 循環器内科 午前 小堀 休診

緩和ケア 午前午後 髙木 休診

外科 午前 壽美 代診

皮膚科 午前 西脇 代診

脳神経外科 午前午後 木附 休診

神経内科 午後 清水（優） 休診 整形外科 午前 西田 休診

乳腺外科 午前午後 古賀 休診 小児科 午前 久保田 代診

形成外科 午後 苅部 休診

乳腺外科 午前 太田 休診

乳腺外科 午前 古賀 休診

整形外科 午前 畠中（孝） 休診

小児科 午前 久保田 代診

泌尿器 午前午後 清水（朋） 代診

形成外科 午前 新行内 休診

乳腺外科 午前午後 大久保 休診

循環器内科 午前 中山 休診 泌尿器 午前 清水（朋） 代診

整形外科 午後 宍戸 休診

SAS 午後 椎名 休診 乳腺外科 午前午後 古賀 休診

内科 午後 中村（毅） 休診 乳腺外科 午前午後 大久保 休診

整形外科 午前 西田 休診

乳腺外科 午前午後 大久保 休診

乳腺外科 午後 中村（慶） 休診

※11/6午前　坪井先生の代診は、平野先生です。

※11/27午前午後　清水（朋）先生の代診は、飯田（祥）先生です。

※11/28午前　清水（朋）先生の代診は、飯田（祥）先生です。

※11/24午前　壽美副院長の代診は、三室先生です。

※11/24午前　西脇先生の代診は、中村先生です。

※11/6午後　壽美副院長の代診は、渡邊（充）先生です。

※11/4午前　久保田先生の代診は、松永先生です。

※11/11午前　久保田先生の代診は、常勤医です。

※11/18午前　久保田先生の代診は、常勤医です。

15 水 30 木

備考

※11/9午前　田中（英）先生の代診は、東京医科大学病院非常勤医師です。

13 月 28 火

14 火 29 水

11 土 26 日

12 日 27 月

9 木 24 金

10 金 25 土

7 火 22 水

8 水 23 木

5 日 20 月

6 月 21 火

金

3 金 18 土

4 土 19 日

※11/25午前　久保田先生の代診は、常勤医です。

※11/20午後　新井先生の代診は、中川先生です。

H29.11.24

1 水 16 木

2 木 17


