
2022.11.10更新
腎移植

フォロー
外来

血管外科 整形外科

午前 午後 午前 午後
検診

(午前)
午前
※2

午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

11/1 火 増井 山口 永渕 豊島 橋本 和田 安済 金川 休診 休診 小澤 小澤 ※３ 休診
11/2 水 石田 山口 永渕 徳光 和田 末次 豊島 安済 板谷 休診 休診 小澤 小澤 休診 休診
11/3 木

11/4 金 増井 山口（徳光） 大山 （徳光） 植竹 平山 豊島 休診 休診 小澤 小澤 小澤 ※３ 休診
11/5 土

11/6 日

11/7 月 大山 山口、※３ 増井（徳光） 平山 植竹 橋本 田中 海老澤 ※４ 小澤 小澤 ※３ ※３
11/8 火 増井 徳光 山口 永渕（徳光） 豊島 橋本 和田 植竹 安済 金川 海老澤 ※４ 小澤 海老澤 小澤 ※３ 休診
11/9 水 石田 山口 永渕 徳光 和田 末次 豊島 安済 ※３ ※４ 海老澤 小澤 小澤 休診 休診

11/10 木 石田 徳光 石田 平山 橋本 末次 田中 ※４ 海老澤 小澤 ※３ ※３ 休診
11/11 金 増井 徳光 永渕（徳光） 植竹 平山 豊島 海老澤 ※４ 小澤 小澤 小澤 ※３ 休診
11/12 土

11/13 日

11/14 月 大山 山口 永渕 増井（徳光） 平山 植竹 橋本 田中 海老澤 ※４ 小澤 小澤 ※３ ※３
11/15 火 増井 徳光 山口 永渕（徳光） 豊島 橋本 和田 植竹 安済 休診 海老澤 ※４ 小澤 海老澤 小澤 ※３ 休診
11/16 水 石田 山口 永渕 徳光 和田 末次 豊島 安済 板谷 ※４ 海老澤 小澤 小澤 休診 休診
11/17 木 大山 徳光 石田 和田 橋本 末次 田中 ※４ 海老澤 小澤 小澤 ※３ 休診
11/18 金 増井 徳光 大山 （徳光） 植竹 平山 豊島 海老澤 ※４ 小澤 小澤 小澤 ※３ 休診
11/19 土

11/20 日

11/21 月 大山 山口 永渕 増井（徳光） 平山 植竹 橋本 田中 海老澤 ※４ 小澤 小澤 ※３ ※３
11/22 火 増井 徳光 山口 永渕（徳光） 豊島 橋本 和田 植竹 安済 金川 海老澤 ※４ 小澤 海老澤 小澤 ※３ 休診
11/23 水 休診 休診 休診
11/24 木 石田 徳光 増井 和田 橋本 末次 田中 ※４ 海老澤 小澤 小澤 ※３ 休診
11/25 金 増井 徳光 大山 永渕（徳光） 植竹、※３ 豊島 海老澤 ※４ 小澤 小澤 小澤 ※３ 休診
11/26 土

11/27 日

11/28 月 大山 山口 永渕 増井（徳光） 平山 植竹 橋本 田中 海老澤 ※４ 小澤 小澤
11/29 火 増井 徳光 山口 永渕（徳光） 豊島 橋本 和田 植竹 安済 金川 海老澤 ※４ 小澤 海老澤 小澤

11/30 水 石田 山口 永渕 徳光 和田 末次 豊島 安済 板谷 ※４ 海老澤 小澤 小澤
※外来担当表は急遽変更になる場合があります。ご了承ください。 ※２･･･血管外科は11:00～12:00の診療となります。

※当院では正式なセカンドオピニオンの体制は整備しておりません。 ※３･･･旭川医科大学出張医師等による診療となります。
※（）内の医師は予約診療のみとなります。 ※４･･･診察対応が可能かご確認ください。
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2022年11月　外来診療表

泌尿器科 内　科 消化器外科・肛門外科 消化器内科 内視鏡検査
（消化器外科・消化器内科）

糖尿病内科


