
診　療　日 曜日 医　師　名 診　療　日 曜日  医　師　名 診　療　日 曜日  医　師　名

平成28年4月3日 日曜日 加　藤　芳　幸
（かみのクリニック）

平成28年8月11日 木曜日 伊　藤　義　巳
（いとうクリニック）

平成28年12月18日 日曜日 石　黒　義　章
（いわくら整形外科クリニック）

平成28年4月10日 日曜日 伊　藤　義　巳
（いとうクリニック）

平成28年8月14日 日曜日 野　﨑　俊　光
（のざき内科・循環器科クリニック）

平成28年12月23日 金曜日 清　水　美　仁
（しみず眼科クリニック）

平成28年4月17日 日曜日 村　瀬　洋　介
（岩倉東クリニック）

平成28年8月21日 日曜日 石　黒　義　章
（いわくら整形外科クリニック）

平成28年12月25日 日曜日 高　田　幹　彦
（岩倉病院）

平成28年4月24日 日曜日 清　水　美　仁
（しみず眼科クリニック）

平成28年8月28日 日曜日 伊　藤　史　朗
（伊藤皮フ科外科）

平成28年12月31日 土曜日 檜　木　治　幸
（岩倉メンタルクリニック）

平成28年4月29日 金曜日 石　黒　義　章
（いわくら整形外科クリニック）

平成28年9月4日 日曜日 檜　木　治　幸
（岩倉メンタルクリニック）

平成29年1月1日 日曜日 日 比 野　充 伸
（名草クリニック）

平成28年5月1日 日曜日 檜　木　治　幸
（岩倉メンタルクリニック）

平成28年9月11日 日曜日 清　水　美　仁
（しみず眼科クリニック）

平成29年1月2日 月曜日 井　上　 伸
（いのうえ耳鼻咽喉科）

平成28年5月3日 火曜日 日 比 野　充 伸
（名草クリニック）

平成28年9月18日 日曜日 井　上　 伸
（いのうえ耳鼻咽喉科）

平成29年1月3日 火曜日 河　内　賢
（大地整形外科）

平成28年5月4日 水曜日 井　上　 伸
（いのうえ耳鼻咽喉科）

平成28年9月19日 月曜日 河　内　賢
（大地整形外科）

平成29年1月8日 日曜日 井　上　隆　義
(井上皮膚科)

平成28年5月5日 木曜日 河　内　賢
（大地整形外科）

平成28年9月22日 木曜日 日 比 野　充 伸
（名草クリニック）

平成29年1月9日 月曜日 髙　田　幹　彦
（岩倉病院）

平成28年5月8日 日曜日 小　川　清　夫
（小川医院）

平成28年9月25日 日曜日 向　井   研
（いわくら耳鼻咽喉科）

平成29年1月15日 日曜日 野　﨑　俊　光
（のざき内科・循環器科クリニック）

平成28年5月15日 日曜日 井　上　隆　義
(井上皮膚科)

平成28年10月2日 日曜日 髙　田　幹　彦
（岩倉病院）

平成29年1月22日 日曜日 丹　羽　克　司
（丹羽外科内科）

平成28年5月22日 日曜日 村　瀬　洋　介
（岩倉東クリニック）

平成28年10月9日 日曜日 野　﨑　俊　光
（のざき内科・循環器科クリニック）

平成29年1月29日 日曜日 渡　部　照　和
（渡部耳鼻咽喉科）

平成28年5月29日 日曜日 髙　田　幹　彦
（岩倉病院）

平成28年10月10日 月曜日 丹　羽　克　司
（丹羽外科内科）

平成29年2月5日 日曜日 日 比 野　充 伸
（名草クリニック）

平成28年6月5日 日曜日 丹　羽　克　司
（丹羽外科内科）

平成28年10月16日 日曜日 渡　部　照　和
（渡部耳鼻咽喉科）

平成29年2月11日 土曜日 柵　木　隆　志
（ませきクリニック）

平成28年6月12日 日曜日 渡　部　照　和
（渡部耳鼻咽喉科）

平成28年10月23日 日曜日 有　馬　良　成
（有馬医院）

平成29年2月12日 日曜日 伊　藤　史　朗
（伊藤皮フ科外科）

平成28年6月19日 日曜日 有　馬　良　成
（有馬医院）

平成28年10月30日 日曜日 柵　木　隆　志
（ませきクリニック）

平成29年2月19日 日曜日 植　田　豊　一
（岩倉眼科）

平成28年6月26日 日曜日 柵　木　隆　志
（ませきクリニック）

平成28年11月3日 木曜日 日 比 野　充 伸
（名草クリニック）

平成29年2月26日 日曜日 永　吉　昭　一
（なかよしこどもクリニック）

平成28年7月3日 日曜日 伊　藤　史　朗
（伊藤皮フ科外科）

平成28年11月6日 日曜日 植　田　豊　一
（岩倉眼科）

平成29年3月5日 日曜日 押　谷　  誠
（おしたにクリニック）

平成28年7月10日 日曜日 植　田　豊　一
（岩倉眼科）

平成28年11月13日 日曜日 押　谷　  誠
（おしたにクリニック）

平成29年3月12日 日曜日 向　井   研
（いわくら耳鼻咽喉科）

平成28年7月17日 日曜日 押　谷　  誠
（おしたにクリニック）

平成28年11月20日 日曜日 向　井   研
（いわくら耳鼻咽喉科）

平成29年3月19日 日曜日 中　川  　浩
（ようてい中央クリニック）

平成28年7月18日 月曜日 井　上　隆　義
(井上皮膚科)

平成28年11月23日 水曜日 中　川  　浩
（ようてい中央クリニック）

平成29年3月20日 月曜日 加　藤　芳　幸
（かみのクリニック）

平成28年7月24日 日曜日 永　吉　昭　一
（なかよしこどもクリニック）

平成28年11月27日 日曜日 加　藤　芳　幸
（かみのクリニック）

平成29年3月26日 日曜日 伊　藤　義　巳
（いとうクリニック）

平成28年7月31日 日曜日 中　川  　浩
（ようてい中央クリニック）

平成28年12月4日 日曜日 伊　藤　義　巳
（いとうクリニック）

平成28年8月7日 日曜日 加　藤　芳　幸
（かみのクリニック）

平成28年12月11日 日曜日 村　瀬　洋　介
（岩倉東クリニック）

　　　　　　　　　　　　平成28年度岩倉市休日急病診療所医師勤務表　　　　　　　　　　　（平成28年9月15日現在）


