
                                                     2023年 5月　　今井町診療所　診療体制のご案内

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
松隈

★《循環器》松本 三川 三川 三川 三川

★《内分泌》熊谷

休診 休診 休診 休診 三川

松隈 休診 休診 休診 小久保

7 8 9 10 11 12 13
松隈 松隈 松隈 河村 松隈 松隈 松隈

★河村 ★《循環器》松本 三川 宮川 休診

★《内分泌》熊谷 ★《胃ｶﾒﾗ》粟津

午後 休診 休診 休診 休診 宮川 休診 松隈

夜間 休診 高橋 松隈 井上 宮川 本田 三川

14 15 16 17 18 19 20
松隈 松隈 河村 松隈 松隈

三川 ★河村 ★《循環器》松本 三川 宮川 石塚 三川

★《内分泌》熊谷 ★《胃ｶﾒﾗ》粟津

午後 休診 休診 休診 休診 宮川 休診 三川

夜間 休診 高橋 松隈 井上 宮川 本田 本田

21 22 23 24 25 26 27
松隈 松隈 河村 松隈 松隈 松隈

本田 ★河村 ★《循環器》松本 三川 宮川 石塚

★《内分泌》熊谷 ★《胃ｶﾒﾗ》粟津

午後 休診 休診 休診 休診 宮川 休診 松隈

夜間 休診 高橋 松隈 井上 宮川 本田 本田

28 29 30 31
午前 松隈 松隈 河村

本田 ★河村 ★《循環器》松本 三川
★《内分泌》熊谷

午後 休診 休診 休診 休診

夜間 休診 高橋 松隈 井上

　※名前が赤い文字は女性医師です。 【診療時間】 午　前　： 　９：００～１２：００

　※小児科の診療は医師体制によりますので 午　後　： １４：００～１６：００

　事前にお問い合わせください。 夜　間　： １８：３０～２０：００

　★は完全予約制です。

診察予約､当日の受付番号をインターネットで

お取りできます。下記URLかQRコードにて。

     https://ssc7.doctorqube.com/imaicho-clinic/

インターネット予約

こちらから→

　　※今井町診療所のＨＰからもアクセスできます。

今井町診療所　☎０４３－２６１－４５３７

メーデー

休診

午前

午前

午前



                                                     2023年 6月　　今井町診療所　診療体制のご案内

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
松隈 松隈

宮川 石塚 三川

★《胃ｶﾒﾗ》粟津

宮川 休診 三川

宮川 本田 小久保

4 5 6 7 8 9 10
松隈 松隈 松隈 河村 松隈 松隈 松隈

★河村 ★《循環器》松本 三川 宮川 石塚

★《内分泌》熊谷 ★《胃ｶﾒﾗ》粟津

午後 休診 休診 休診 休診 宮川 休診 松隈

夜間 休診 高橋 松隈 井上 宮川 本田 三川

11 12 13 14 15 16 17
松隈 松隈 河村 松隈 松隈

三川 ★河村 ★《循環器》松本 三川 宮川 石塚 三川

★《内分泌》熊谷 ★《胃ｶﾒﾗ》粟津

午後 休診 休診 休診 休診 宮川 休診 三川

夜間 休診 高橋 松隈 井上 宮川 本田 本田

18 19 20 21 22 23 24
松隈 松隈 河村 松隈 松隈 松隈

本田 ★河村 ★《循環器》松本 三川 宮川 石塚

★《内分泌》熊谷 ★《胃ｶﾒﾗ》粟津

午後 休診 休診 休診 休診 宮川 休診 松隈

夜間 休診 高橋 松隈 井上 宮川 本田 本田

25 26 27 29 30
午前 松隈 松隈 河村 松隈

本田 ★河村 ★《循環器》松本 三川 宮川

★《内分泌》熊谷

午後 休診 休診 休診 休診 宮川

夜間 休診 高橋 松隈 井上 宮川

　※名前が赤い文字は女性医師です。 【診療時間】 午　前　： 　９：００～１２：００

　※小児科の診療は医師体制によりますので 午　後　： １４：００～１６：００

　事前にお問い合わせください。 夜　間　： １８：３０～２０：００

　★は完全予約制です。

診察予約､当日の受付番号をインターネットで

お取りできます。下記URLかQRコードにて。

     https://ssc7.doctorqube.com/imaicho-clinic/

インターネット予約

こちらから→

　　※今井町診療所のＨＰからもアクセスできます。

今井町診療所　☎０４３－２６１－４５３７

午前

午前

午前


