１月
内科

日付

午前

午後

1月1日 火

（休診）

（休診）

1月2日 水

（休診）

（休診）

1月3日 木

（休診）

（休診）

1月4日 金

（休診）

（休診）

1月5日 土 9:30〜13:00
1月6日 日

長谷川久芳医師（内科全般
成本治医師（内科全般

糖尿病内科）

呼吸器内科）

1月8日 火 9:30〜13:00
1月9日 水 9:30〜13:00

（休診）

山下巖医師（内科全般

漢方科）

小児科医師（内科全般

小児科）

長谷川久芳医師（内科全般

糖尿病内科）

竹下久美子医師（内科全般

耳鼻咽喉科）

大村卓也医師（内科全般

糖尿病内科）

野村由香医師（内科全般 耳鼻咽喉科）
山下巖医師（内科全般 漢方科）

1月10日 木 9:30〜13:00 竹下久美子医師（内科全般 耳鼻咽喉科）
大島華倫医師（内科全般

15:00〜19:00

9:30〜11:30 長谷川久芳医師（内科全般 糖尿病内科）
9:30〜13:00 成本治医師（内科全般 呼吸器内科）

山下巖医師（内科全般

15:00〜19:00 船曳あゆみ医師（内科全般）
15:00〜19:00

山下巖医師（内科全般

兵頭義浩医師（内科全般

長谷川久芳医師（予約制専門外来）

（休診）

（休診）

1月16日 水 9:30〜13:00

大村卓也医師（内科全般

糖尿病内科）

野村由香医師（内科全般 耳鼻咽喉科）
山下巖医師（内科全般 漢方科）

1月17日 木 9:30〜13:00 竹下久美子医師（内科全般 耳鼻咽喉科）
1月18日 金 9:30〜13:00
1月19日 土 9:30〜13:00
1月20日 日

大島華倫医師（内科全般 小児科）
稲葉敦医師（内科全般 呼吸器内科）
宮崎ますみ医師（内科全般

小児科）

長谷川久芳医師（内科全般

糖尿病内科）

成本治医師（内科全般

呼吸器内科）

15:00〜19:00 軽部晃代医師（内科全般 循環器内科）
17:00〜18:00 長谷川久芳医師（内科全般 糖尿病内科）
15:00〜19:00 船曳あゆみ医師（内科全般）
15:00〜19:00

1月22日 火 9:30〜13:00
1月23日 水 9:30〜13:00

1月26日 土 9:30〜13:00
1月27日 日

14:00〜18:00

山下巖医師（内科全般

漢方科）

小児科医師（内科全般

小児科）

長谷川久芳医師（内科全般

糖尿病内科）

竹下久美子医師（内科全般

耳鼻咽喉科）

大村卓也医師（内科全般

糖尿病内科）

野村由香医師（内科全般 耳鼻咽喉科）
山下巖医師（内科全般 漢方科）
大島華倫医師（内科全般 小児科）
稲葉敦医師（内科全般 呼吸器内科）
宮崎ますみ医師（内科全般

小児科）

長谷川久芳医師（内科全般

糖尿病内科）

成本治医師（内科全般

呼吸器内科）

15:00〜19:00
15:00〜19:00

1月29日 火 9:30〜13:00
1月30日 水 9:30〜13:00
1月31日 木 9:30〜13:00

小児科）

兵頭義浩医師（内科全般

耳鼻咽喉科）

平良摩紀子医師（内科全般

神経内科）

山下巖医師（内科全般

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

軽部晃代医師（内科全般

循環器内科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

17:00〜18:00 長谷川久芳医師（内科全般 糖尿病内科）
15:00〜19:00 船曳あゆみ医師（内科全般）
15:00〜19:00

山下巖医師（内科全般

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

15:00〜19:00 稲葉敦医師（内科全般 呼吸器内科）
兵頭義浩医師（内科全般

耳鼻咽喉科）

14:00〜18:00 平良摩紀子医師（内科全般 神経内科）
長谷川久芳医師（予約制専門外来）

（休診）

1月28日 月 9:30〜13:00

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

（休診）

1月24日 木 9:30〜13:00 竹下久美子医師（内科全般 耳鼻咽喉科）
1月25日 金 9:30〜13:00

山下巖医師（内科全般

15:00〜19:00 稲葉敦医師（内科全般 呼吸器内科）

（休診）

1月21日 月 9:30〜13:00

耳鼻咽喉科）

14:00〜18:00 平良摩紀子医師（内科全般 神経内科）

1月14日 月

耳鼻咽喉科）

小児科）

15:00〜19:00 稲葉敦医師（内科全般 呼吸器内科）

（休診）

糖尿病内科）

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

（休診）

竹下久美子医師（内科全般

小児科）

17:00〜18:00 長谷川久芳医師（内科全般 糖尿病内科）

1月13日 日

長谷川久芳医師（内科全般

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

15:00〜19:00 軽部晃代医師（内科全般 循環器内科）

小児科）

1月11日 金 9:30〜13:00 宮崎ますみ医師（内科全般 小児科）

1月15日 火 9:30〜13:00

耳鼻咽喉科）

長谷川久芳医師（予約制専門外来）

（休診）

1月7日 月 9:30〜13:00

1月12日 土

兵頭義浩医師（内科全般

14:00〜18:00 平良摩紀子医師（内科全般 神経内科）

（休診）

山下巖医師（内科全般

漢方科）

小児科医師（内科全般

小児科）

長谷川久芳医師（内科全般

糖尿病内科）

竹下久美子医師（内科全般

耳鼻咽喉科）

15:00〜19:00
15:00〜19:00

山下巖医師（内科全般

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

軽部晃代医師（内科全般

循環器内科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

大村卓也医師（内科全般

糖尿病内科）

17:00〜18:00 長谷川久芳医師（内科全般 糖尿病内科）

野村由香医師（内科全般

耳鼻咽喉科）

15:00〜19:00 船曳あゆみ医師（内科全般）

竹下久美子医師（内科全般
大島華倫医師（内科全般

耳鼻咽喉科）
小児科）

・小児科の診療、減感作療法は内科全般に含まれます。

15:00〜19:00

山下巖医師（内科全般

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

２月
内科

日付

午前

2月1日 金

9:30〜13:00

2月2日 土

9:30〜13:00

2月3日 日
2月4日 月
2月5日 火

午後

稲葉敦医師（内科全般

呼吸器内科）

宮崎ますみ医師（内科全般

小児科）

長谷川久芳医師（内科全般

糖尿病内科）

成本治医師（内科全般

呼吸器内科）

15:00〜19:00 稲葉敦医師（内科全般 呼吸器内科）
兵頭義浩医師（内科全般

長谷川久芳医師（予約制専門外来）

（休診）

9:30〜13:00
9:30〜13:00

（休診）

山下巖医師（内科全般

漢方科）

小児科医師（内科全般

小児科）

長谷川久芳医師（内科全般

糖尿病内科）

竹下久美子医師（内科全般

耳鼻咽喉科）

大村卓也医師（内科全般

糖尿病内科）

2月6日 水

9:30〜13:00

2月7日 木

9:30〜13:00 竹下久美子医師（内科全般 耳鼻咽喉科）

2月8日 金

9:30〜13:00

2月9日 土

9:30〜13:00

野村由香医師（内科全般 耳鼻咽喉科）
山下巖医師（内科全般 漢方科）
大島華倫医師（内科全般 小児科）
稲葉敦医師（内科全般 呼吸器内科）
宮崎ますみ医師（内科全般

小児科）

長谷川久芳医師（内科全般

糖尿病内科）

成本治医師（内科全般

呼吸器内科）

15:00〜19:00
15:00〜19:00

山下巖医師（内科全般

小児科）

軽部晃代医師（内科全般

循環器内科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

17:00〜18:00 長谷川久芳医師（内科全般 糖尿病内科）
15:00〜19:00 船曳あゆみ医師（内科全般）
15:00〜19:00

山下巖医師（内科全般

兵頭義浩医師（内科全般

長谷川久芳医師（予約制専門外来）

（休診）

（休診）
糖尿病内科）
耳鼻咽喉科）

大村卓也医師（内科全般

糖尿病内科）

2月13日 水

9:30〜13:00

2月14日 木

9:30〜13:00 竹下久美子医師（内科全般 耳鼻咽喉科）

2月15日 金

9:30〜13:00

2月16日 土

9:30〜13:00

2月17日 日
2月18日 月
2月19日 火

野村由香医師（内科全般 耳鼻咽喉科）
山下巖医師（内科全般 漢方科）
大島華倫医師（内科全般 小児科）
稲葉敦医師（内科全般 呼吸器内科）
宮崎ますみ医師（内科全般

小児科）

長谷川久芳医師（内科全般

糖尿病内科）

成本治医師（内科全般

呼吸器内科）

9:30〜13:00

山下巖医師（内科全般

漢方科）

小児科医師（内科全般

小児科）

長谷川久芳医師（内科全般

糖尿病内科）

竹下久美子医師（内科全般

耳鼻咽喉科）

大村卓也医師（内科全般

糖尿病内科）

9:30〜13:00

2月21日 木

9:30〜13:00 竹下久美子医師（内科全般 耳鼻咽喉科）

2月22日 金

9:30〜13:00

2月23日 土

9:30〜13:00

2月24日 日

2月26日 火

9:30〜13:00

循環器内科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

17:00〜18:00 長谷川久芳医師（内科全般 糖尿病内科）
15:00〜19:00 船曳あゆみ医師（内科全般）
15:00〜19:00

山下巖医師（内科全般

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

15:00〜19:00 稲葉敦医師（内科全般 呼吸器内科）
兵頭義浩医師（内科全般

耳鼻咽喉科）

14:00〜18:00 平良摩紀子医師（内科全般 神経内科）
長谷川久芳医師（予約制専門外来）

野村由香医師（内科全般 耳鼻咽喉科）
山下巖医師（内科全般 漢方科）
大島華倫医師（内科全般 小児科）
稲葉敦医師（内科全般 呼吸器内科）
宮崎ますみ医師（内科全般

小児科）

長谷川久芳医師（内科全般

糖尿病内科）

成本治医師（内科全般

呼吸器内科）

15:00〜19:00
15:00〜19:00

山下巖医師（内科全般

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

軽部晃代医師（内科全般

循環器内科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

17:00〜18:00 長谷川久芳医師（内科全般 糖尿病内科）
15:00〜19:00 船曳あゆみ医師（内科全般）
15:00〜19:00

山下巖医師（内科全般

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

15:00〜19:00 稲葉敦医師（内科全般 呼吸器内科）
兵頭義浩医師（内科全般

耳鼻咽喉科）

14:00〜18:00 平良摩紀子医師（内科全般 神経内科）
長谷川久芳医師（予約制専門外来）

（休診）

9:30〜13:00

軽部晃代医師（内科全般

（休診）

2月20日 水

2月25日 月

15:00〜19:00

（休診）

9:30〜13:00

耳鼻咽喉科）

14:00〜18:00 平良摩紀子医師（内科全般 神経内科）

2月11日 月

竹下久美子医師（内科全般

小児科）

15:00〜19:00 稲葉敦医師（内科全般 呼吸器内科）

（休診）

長谷川久芳医師（内科全般

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

（休診）

9:30〜13:00

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

2月10日 日

2月12日 火

耳鼻咽喉科）

14:00〜18:00 平良摩紀子医師（内科全般 神経内科）

（休診）

山下巖医師（内科全般

漢方科）

小児科医師（内科全般

小児科）

長谷川久芳医師（内科全般

糖尿病内科）

竹下久美子医師（内科全般

耳鼻咽喉科）

大村卓也医師（内科全般

糖尿病内科）

2月27日 水

9:30〜13:00

2月28日 木

9:30〜13:00 竹下久美子医師（内科全般 耳鼻咽喉科）

野村由香医師（内科全般 耳鼻咽喉科）
山下巖医師（内科全般 漢方科）
大島華倫医師（内科全般

小児科）

・小児科の診療、減感作療法は内科全般に含まれます。

15:00〜19:00
15:00〜19:00

山下巖医師（内科全般

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

軽部晃代医師（内科全般

循環器内科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

17:00〜18:00 長谷川久芳医師（内科全般 糖尿病内科）
15:00〜19:00 船曳あゆみ医師（内科全般）
15:00〜19:00

山下巖医師（内科全般

漢方科）

吉田任子医師（内科全般

小児科）

