
日 時間帯

1 午前 大内 浦山 出口 上條 田川 畠山 原口 上田 高橋憲正

（木） 午後 大内 畠山 星加 漆原 二宮 國吉 山田 高橋憲正 松木

2 午前 齋藤康文 三浦 神谷 辻嶋 蟹沢 斉藤力
高橋謙
～11時

（金） 午後 山浦 青山 袖山 上野 白土 浅井 小島

3 午前 非常勤

（土） 午後

4 午前 非常勤

（日） 午後

5 午前 白土 三浦 神谷 東 田川 辻嶋 出口 小島 喜友名 星加 二宮 老沼 松葉

（月） 午後 大内 二宮 畠山 田川 髙橋達也 佐々木 玉置 齋藤康文 山浦 高橋憲正 上田

6 午前 白土 上野 福田 田川 三浦 斉藤力 齋藤康文 東 松尾 老沼 山本

（火） 午後 齋藤康文 上田 秋山 蟹沢 濱田 森永 高橋謙二 福田

7 午前 山浦 松木 喜友名 袖山 辻嶋 浦山 木元 畠山 上條 東 蟹沢 市野

（水） 午後 星加 山本 上條 浅井 喜友名 佐々木

8 午前 大内 浦山 出口 上條 田川 田巻 畠山 原口 上田 高橋憲正

（木） 午後 大内 畠山 田川 漆原 二宮 國吉 山田 高橋憲正 松木

9 午前 齋藤康文 三浦 神谷 辻嶋 蟹沢 斉藤力

（金） 午後 山浦 青山 袖山 白土 老沼 浅井 小島 石川

10 午前 非常勤

（土） 午後

11 午前 非常勤

（日） 午後

12 午前 白土 三浦 神谷 東 田川 辻嶋 出口 小島 喜友名 星加 二宮 老沼 松葉

（月） 午後 大内 二宮 畠山 田川 佐々木 玉置 齋藤康文 高橋憲正 上田

13 午前 白土 上野 竹内9:30～ 福田 田川 三浦 斉藤力 齋藤康文 東 松尾 老沼 山本

（火） 午後 齋藤康文 二宮 上田 秋山 蟹沢 濱田 高橋謙二 福田

14 午前 松木 喜友名 袖山 辻嶋 浦山 木元 畠山 樋渡 上條 東 蟹沢 市野

（水） 午後 星加 山本 浅井 喜友名 佐々木

15 午前 大内 浦山 出口 上條 田川 畠山 原口 上田 高橋憲正

（木） 午後 大内 畠山 星加 田川 漆原 二宮 國吉 山田 高橋憲正 松木

16 午前 齋藤康文 三浦 神谷 辻嶋 蟹沢 斉藤力 高橋謙二 土屋

（金） 午後 青山 袖山 上野 白土 老沼 浅井 小島

17 午前 休診

（土） 午後

18 午前 非常勤

（日） 午後

19 午前 白土 三浦 神谷 東 田川 辻嶋 出口 喜友名 星加 二宮 老沼 松葉

（月） 午後 大内 二宮 畠山 田川 佐々木 玉置 齋藤康文 山浦 高橋憲正 上田

20 午前 白土 上野 福田 田川 三浦 斉藤力 齋藤康文 東 松尾 土屋 老沼 山本

（火） 午後 齋藤康文 上田 秋山 蟹沢 濱田 森永 高橋謙二 福田

21 午前 山浦 松木 喜友名 袖山 辻嶋 浦山 木元 畠山 樋渡 上條 東 蟹沢 市野

（水） 午後 星加 山本 上條 浅井 喜友名 土屋 佐々木

22 午前 大内 浦山 出口 上條 田川 田巻 畠山 原口 上田 高橋憲正

（木） 午後 大内 畠山 田川 漆原 二宮 國吉 山田 高橋憲正 松木

23 午前 齋藤康文 三浦 神谷 辻嶋 蟹沢 斉藤力 高橋謙二

（金） 午後 山浦 青山 袖山 上野 白土 老沼 浅井 小島

24 午前 非常勤

（土） 午後

25 午前 非常勤

（日） 午後

26 午前 白土 三浦 神谷 東 田川 辻嶋 出口 小島 喜友名 星加 二宮 老沼 松葉

（月） 午後 大内 二宮 田川 佐々木 玉置 齋藤康文 山浦 高橋憲正 上田

27 午前 白土 上野 福田 田川 三浦 斉藤力 東 松尾 土屋 老沼 山本

（火） 午後 二宮 上田 秋山 蟹沢 濱田 高橋謙二 福田

28 午前 山浦 松木 喜友名 袖山 辻嶋 浦山 木元 畠山 樋渡 上條 東 蟹沢 市野

（水） 午後 星加 山本 喜友名 青木 土屋 佐々木

29 午前

（木） 午後

30 午前

（金） 午後

31 午前

（土） 午後
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【お知らせ】
＊当日の状況、休診等により医師が変更になる場合がございます。詳細は総合受付までお問い合わせください。
＊変更は船橋クリニック・ホームページでもご確認できます。「トップページ」および「外来担当医表」をご覧ください。
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