
午前 眞壁（有） 庄　司 宮　本 午前 眞　壁 羽　隅 佐　藤

午後 坪　井 菊　池 午後

午前 坪　井 菊　田 近　藤 佐　藤 大　内 新　堀 午前

午後 渡邉（崇） 菊　池 舩　渡 （予防接種） 午後

午前 宮　本 庄　司 大　内 午前 滝　澤 佐　藤 吉　田

午後 午後 舩　渡 （予防接種）

午前 午前 川　村 濃　沼 庄　司 佐　藤 大　内

午後 午後 眞　壁 菊　池 舩　渡

午前 滝　澤 佐　藤 宮　本 吉　田 午前 羽根田 菊　池 山　口

午後 舩　渡 （予防接種） 午後 近　藤 大　内

午前 川　村 濃　沼 庄　司 佐　藤 大　内 午前 眞壁（有） 庄　司 宮　本

午後 眞　壁 菊　池 舩　渡 午後 坪　井 菊　池

午前 羽根田 菊　池 山　口 午前 坪　井 菊　田 庄　司 佐　藤 大　内 新　堀

午後 近　藤 大　内 午後 石　川 近　藤 舩　渡 休　診

午前 眞壁（有） 庄　司 宮　本 午前 羽　隅 佐々木 菊　池

午後 坪　井 午後

午前 坪　井 菊　田 庄　司 佐　藤 大　内 新　堀 午前

午後 石　川 近　藤 舩　渡 （予防接種） 午後

午前 高　田 佐々木 佐　藤 午前 滝　澤 佐　藤 宮　本 吉　田

午後 午後 庄　司 舩　渡 （予防接種）

午前 午前 川　村 濃　沼 庄　司 佐　藤 大　内

午後 午後 眞　壁 菊　池 舩　渡

午前 滝　澤 佐　藤 宮　本 吉　田 午前 羽根田 菊　池 加　藤

午後 庄　司 舩　渡 （予防接種） 午後 近　藤 大　内

午前 川　村 濃　沼 庄　司 佐　藤 大　内 午前

午後 眞　壁 菊　池 舩　渡 午後

午前 羽根田 菊　池 加　藤 午前 坪　井 菊　田 近　藤 佐　藤 大　内 新　堀

午後 近　藤 大　内 午後 渡邉（崇） 菊　池 舩　渡 （予防接種）

午前 眞壁（有） 庄　司 宮　本

午後 坪　井 菊　池

午前 坪　井 菊　田 近　藤 佐　藤 大　内 新　堀

午後 渡邉（崇） 菊　池 舩　渡 （予防接種）

　○急患は随時診察いたしますので、ご連絡のうえご来院下さい。

診察室１

　４月　外来診療予定表
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日 曜日 診察室１ 診察室２ 診察室３ 整形外科 診察室５ 小児科

1 木 眞　壁 17 土

整形外科 診察室５

19

2 金 18 日

診察室３ 診察室２小児科 日 曜日

火 22 木

月 眞　壁

4 日 20 火

3 土

7 水 23 金永　井

5 月 21 水

6

9 金 25 日

舩　渡8 木 眞　壁 24 土

月

11 日 27 火

10 土 26

12 月 28 水

13 火 29 木

眞　壁

15 木 眞　壁

永　井

14 水 30 金

金 専門外来 リウマチ膠原病：佐々木医師　今月は第２・４土曜日（午前）です。

舩　渡

眞　壁

眞　壁 佐　藤

眞　壁 佐　藤 永　井

　○受付時間　月～金　8：30～11：30　14：00～16：00　　土　8：30～11：30　

　　　　小児科　月　9：00～11：30　14：00～16：00　水金　9：00～11：30　14：00～15：00

　○健康診断・予防接種は予約が必要です。　○小児科の月金午後は予防接種（予約制）のみです。

　○緊急手術・出張等により、診療の予定が変更になる場合があります。

舩　渡

眞　壁 庄　司

眞　壁 佐　藤

16

庄　司

眞　壁 佐　藤 永　井

舩　渡眞　壁

宮城県東松島市矢本字鹿石前109-4
℡0225-82-7111 スマホサイトはこちら⇒

緊急手術・出張等により、予定が変更になる場合があります。


