
R4.8外来予定表
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

5

※敬称略

6
佐久平：土屋佐久平：土屋

佐久平：午前　久保
　　　　　　　　　　　　午後　土屋（15時～）

佐久平：土屋

上田：鈴木

1 2 3 4

上田：久保・梁 上田：澁川・梁 上田：澁川・梁

佐久平：土屋

都立大：午前　山田・平田
 　午後　山田

都立大：山田 都立大：山田 都立大：鈴木 都立大:山田

上田：梁・荒井

佐久平：江口

都立大：午前　山田・清水
　　午後　清水

明大前：成田 明大前：成田 明大前：石塚 明大前：成田 明大前：午前　成田
　　　　　午後　中島 明大前：久保

上田：澁川

長野：市野（一診） 長野：植谷 長野：植谷 長野：平田 長野：植谷 長野：植谷・山本

尾山台：午前　綿貫・清水
　　　　　午後　綿貫・平田

尾山台：午前　綿貫・森（10：30～）
午後　市野・森

尾山台：午前　平田
　　        午後　綿貫

尾山台：午前　綿貫
　　　　　　　　　　午後　久保・内田

尾山台：午前　平沼
　  　　　　午後　市野

尾山台：午前　市野・森
　　　　午後　市野

さいたま：溝渕 さいたま：中小路 さいたま：中小路

脊椎：午前　吉原・石塚
午後　石塚

脊椎：午前　石塚
　　　　　午後　担当医

脊椎：午前　吉原・江口
　　　　　午後　（吉原）・江口 脊椎：吉原 脊椎：江口 脊椎：吉原

さいたま：江口 さいたま：中小路
さいたま：午前　中小路

　　　　　　　　　　　　　　午後　中小路・林（17時～）

7 8 9 10 11 12 13
佐久平：土屋

佐久平：午前　久保
　　　　　　　　　　午後　久保（一診）

佐久平：土屋 佐久平：土屋 休診

上田：久保・梁 上田：澁川・梁 上田：澁川・梁 上田：澁川・梁

都立大：午前　山田・平田
 　　　　　　　午後　山田・林（16時～）

都立大：山田 都立大：山田 都立大:初見

明大前：成田 明大前：成田 明大前：午前　石塚
　　　　　　　　　午後　石塚・久保

明大前：午前　成田
　　　　　午後　中島

長野：植谷 長野：植谷
長野：午前　植谷

　　　　　　　　　　　　　　午後　植谷・林（17：15～）
長野：植谷

尾山台：午前　綿貫・清水
　　　　　午後　綿貫・平田

尾山台：午前　綿貫・森（10：30～）・臼井
午後　市野・森・臼井

尾山台：午前　平田
　　       午後　綿貫

尾山台：午前　平沼
　  　　　　午後　市野

脊椎：午前　吉原・石塚
午後　石塚

脊椎：午前　石塚
　　　　　午後　担当医

脊椎：午前　吉原・江口
　　　　　午後　（吉原）・江口 脊椎：江口

さいたま：江口 さいたま：中小路 さいたま：溝渕 さいたま：中小路

14 15 16 17 18 19 20
佐久平：土屋

上田：鈴木

休診
佐久平：午前　久保

　　　　　　　　　　　　午後　土屋（15時～） 佐久平：土屋 佐久平：江口 佐久平：土屋

都立大：午前　市野
　　　　　　　午後　代診医

都立大：午前　代診医
　　　　午後　平田

都立大：鈴木 都立大:山田

上田：澁川・梁 上田：澁川・梁 上田：澁川 上田：梁・荒井

都立大：午前　山田・清水
　　午後　清水

上田：当番日（梁）

明大前：成田 明大前：石塚
明大前：成田

林（17時～18時）
明大前：午前　成田
　　　　　午後　中島 明大前：久保

長野：植谷 長野：植谷 長野：植谷・平田 長野：植谷 長野：植谷・森

尾山台：午前　綿貫・森（10：30～）
午後　市野・森

尾山台：午前　平田
　　        午後　綿貫

尾山台：午前　綿貫
　　　　　　　　　　午後　久保・内田

尾山台：午前　平沼
　  　　　　午後　市野

尾山台：市野

脊椎：午前　未定
　　　　午後　担当医

脊椎：午前　吉原・江口
　　　　　午後　（吉原）・江口 脊椎：吉原 脊椎：江口 脊椎：吉原

さいたま：中小路
さいたま：午前　中小路

　　　　　　　　　　　　　　午後　中小路・林（17時～） さいたま：溝渕 さいたま：中小路 さいたま：中小路

23 24 25 26 27
佐久平：土屋

佐久平：午前　久保
　　　　　　　　　　　　午後　土屋（15時～） 佐久平：土屋 佐久平：平田 佐久平：土屋 佐久平：市野

21 22

上田：久保・梁 上田：澁川・梁 上田：澁川・梁 上田：澁川 上田：澁川・梁 上田：鈴木・金

都立大：午前　山田・平田
 　午後　山田 都立大：山田 都立大：山田 都立大：鈴木 都立大:山田

都立大：午前　山田・清水
　　午後　清水

明大前：成田 明大前：成田 明大前：午前　石塚
　　　　　　　　　午後　石塚・久保

明大前：成田 明大前：午前　成田
　　　　　午後　中島

明大前：久保

長野：植谷 長野：植谷
長野：午前　植谷

　　　　　　　　　　　　　　午後　植谷・林（17：15～）
長野：清水（雅） 長野：植谷 長野：植谷・山本

尾山台：午前　綿貫・清水
　　　　　午後　綿貫・平田

尾山台：午前　綿貫・森（10：30～）
午後　市野・森

尾山台：午前　平田
　　       午後　綿貫 尾山台：久保

尾山台：午前　平沼
　  　　　　午後　市野

尾山台：午前　平澤・森
　　　　午後　平澤

脊椎：午前　吉原・石塚
午後　石塚

脊椎：午前　石塚
　　　　　午後　担当医

脊椎：午前　吉原・江口
　　　　　午後　（吉原）・江口 脊椎：吉原 脊椎：江口 脊椎：石塚

さいたま：江口 さいたま：中小路 さいたま：中小路 さいたま：溝渕 さいたま：中小路 さいたま：中小路・山田（唯）

30 31
佐久平：土屋 佐久平：久保 佐久平：土屋

28 29

上田：久保・梁 上田：澁川・梁 上田：澁川・梁

都立大：午前　山田・平田
 　午後　山田 都立大：山田 都立大：山田

明大前：成田 明大前：成田 明大前：石塚

長野：植谷（一診） 長野：植谷
長野：午前　植谷

　　　　　　　　　　　　　　午後　植谷・林（17：15～）

尾山台：午前　綿貫・清水
　　　　　午後　綿貫・平田

尾山台：午前　綿貫・森（10：30～）
午後　市野・森

尾山台：午前　平田
　　       午後　綿貫

脊椎：午前　吉原・石塚
午後　石塚

脊椎：午前　石塚
　　　　　午後　担当医

脊椎：午前　吉原・江口
　　　　　午後　（吉原）・江口

さいたま：江口 さいたま：中小路 さいたま：中小路


