
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

田中 小林 小林 小林 福田 小林

水谷 田中 福田 福田 水谷 水谷

長谷川 福田 増田 田知行 井上 村田

南 水谷 南 上野 大鶴 深山

南 南 南

村田 増田 田知行 村田 芹澤 村田

亀山 田知行 井上 井上 増田 田知行

上野 井上 亀山 上野 上野

大鶴 大鶴 柴田（予約制） ※本院午後休診 大鶴 大鶴

夜間診療 永友 永友 田中 村田 大島 永友

7 8 9 10 11 12 13

芹澤 小林 小林 福田 小林 福田 水谷

長谷川 田中 田中 田知行 田中 水谷 村田

井上 水谷 福田 亀山 福田 上野 深山

上野 南 水谷 上野 南

大鶴 南 大鶴

増田 村田 増田 芹澤 村田 増田 芹澤

亀山 亀山 田知行 増田 井上 亀山 田知行

田知行 上野 井上 井上 大鶴 亀山

南 大鶴 大鶴 大鶴 上野

柴田（予約制） ※本院午後休診

増田 永友 永友 芹澤 村田 大島 永友

14 15 16 17 18 19 20

田中 小林 田中 小林 田中 小林 水谷

田知行 田中 福田 福田 福田 福田 村田

井上 水谷 水谷 田知行 上野 水谷 井上

上野 長谷川 亀山 南 上野 南

大鶴 南

芹澤 村田 田知行 芹澤 村田 芹澤 芹澤

増田 亀山 井上 井上 亀山 増田 村田

亀山 上野 上野 大鶴 大鶴 亀山

南 大鶴 大鶴

柴田（予約制） ※本院午後休診

増田 永友 永友 井上 村田 永友 永友

21 22 23 24 25 26 27

芹澤 田中 田中 福田 田中 福田 田中

田知行 水谷 福田 増田 福田 水谷 水谷

井上 南 水谷 亀山 田知行 上野 深山

大鶴 南 南

芹澤 増田 芹澤 芹澤 村田 増田 芹澤

亀山 (村田) 増田 田知行 井上 亀山 村田

上野 上野 上野 井上 大鶴 上野

南 大鶴 大鶴 大鶴

柴田（予約制） ※本院午後休診

亀山 永友 永友 芹澤 村田 大島 永友

28 29 30 31

小林 田中 田中 福田

芹澤 水谷 福田 田知行

田知行 南 水谷 上野

井上

大鶴

増田 村田 増田 芹澤

亀山 亀山 田知行 増田

上野 上野 井上 亀山

南 大鶴 大鶴

増田 永友 永友 亀山

　

　

本院午前診療

(9~12時)

本院午後診療

(16~19時)

出勤予定は変更になる場合がございます

お電話(03-3220-2717)もしくは
2023/5/11改訂

診療予定
2023年5月
（本院）



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

田中 福田 小林、水谷

福田 水谷 村田

南 上野 深山

大鶴 南

大鶴

村田 芹澤 芹澤

井上 増田 村田

亀山 井上

※本院午後休診 上野

村田 永友 永友

4 5 6 7 8 9 10

田中 田中 田中 福田 小林 小林 小林、田中

井上 水谷 水谷 田知行 田中 福田 水谷

上野 上野 大鶴 亀山 福田 水谷 深山

南 南 南 上野 南

大鶴

芹澤 小林 増田 芹澤 村田 増田 芹澤

増田 村田 井上 増田 井上 田知行 村田

亀山 亀山 上野 井上 大鶴 田知行

大鶴 大鶴 上野

柴田（予約制） ※本院午後休診

増田 永友 永友 芹澤 村田 大島 永友

11 12 13 14 15 16 17

芹澤 福田 小林 小林 田中 福田 水谷

田知行 水谷 田中 福田 福田 水谷 村田

井上 上野 水谷 田知行 南 上野 井上

南 南 上野 亀山 大鶴 南

芹澤 小林 増田 芹澤 村田 増田 小林

増田 村田 井上 増田 井上 亀山 芹澤

亀山 亀山 大鶴 井上 田知行 村田

大鶴 大鶴 大鶴

柴田（予約制） ※本院午後休診

増田 永友 永友 芹澤 村田 大島 永友

18 19 20 21 22 23 24

芹澤 田中 田中 小林 田中 福田 水谷

田知行 水谷 福田 福田 福田 水谷 村田

上野 上野 水谷 田知行 南 大鶴 深山

南 南 亀山 南

増田 小林 木庭y氏 増田 村田 芹澤 芹澤

井上 村田 増田 井上 亀山 増田 村田

亀山 亀山 田知行 上野 上野 井上

大鶴 大鶴 大鶴 上野

柴田（予約制） ※本院午後休診 大鶴

増田 永友 永友 井上 村田 永友 永友

25 26 27 28 29 30

芹澤 田中 田中 小林 田中 福田

田知行 水谷 福田 福田 福田 水谷

井上 上野 井上 井上 南 上野

南 南 上野

芹澤 村田 増田 芹澤 村田 芹澤

増田 亀山 田知行 増田 井上 増田

亀山 大鶴 大鶴 亀山 大鶴

大鶴 柴田（予約制） ※本院午後休診

増田 永友 永友 亀山 村田 永友

　

　

本院午前診療

(9~12時)

本院午後診療

(16~19時)

出勤予定は変更になる場合がございます

お電話(03-3220-2717)もしくは

2023/5/22 改訂
診療予定

2023年6月
（本院）


