
　８日 安浩義(内科)

１５日 安浩義(内科)

２２日 安浩義(内科)

漢漢漢漢 方方方方 内内内内 科科科科

午午午午 前前前前 午午午午

後後後後

第第第第 ２２２２ 週週週週 １３日 香川雄三(島大) １４日 香川雄三(島大)

第第第第 ３３３３ 週週週週 ２１日 大内　武(島大)

第第第第 ４４４４ 週週週週 ２７日 遠藤昭博(島大) ２８日 遠藤昭博(島大)

呼呼呼呼 吸吸吸吸 器器器器 内内内内 科科科科

午午午午 前前前前 午午午午

後後後後

腎腎腎腎 臓臓臓臓 内内内内 科科科科 午前午後午前午後午前午後午前午後 　１日 福田雅通

小小小小 児児児児 科科科科

予予予予 約約約約 のののの

みみみみ

２３日 能美　　強

整整整整 形形形形 外外外外 科科科科

午午午午 前前前前 午午午午

後後後後

脳脳脳脳 神神神神 経経経経 外外外外 科科科科

午午午午 前前前前 午午午午

後後後後

１３日 秋山恭彦教授 １４日 秋山恭彦教授

　２日 金子　栄 (島大)

１６日 新原寛之(島大)

３０日 太田征孝(島大)

泌泌泌泌 尿尿尿尿 器器器器 科科科科 午午午午 前前前前

　３日 高井保幸（島大） 　４日 高井保幸（島大）

１０日 高井保幸（島大） １１日 高井保幸（島大）

１７日 高井保幸（島大）

２４日 高井保幸（島大） ２５日 高井保幸（島大）

３１日 高井保幸（島大）

　３日 森倉一朗（島大)

１０日 淵脇貴史（島大)

２４日 森倉一朗（島大)

３１日 森倉一朗（島大)

歯歯歯歯 科科科科 口口口口 腔腔腔腔 外外外外

科科科科

午午午午 前前前前 午午午午

後後後後

　診療時間

　　　　　　　　　 　　　　　月～金曜日：　８：００～１１：００ 　　　　　　　　　　　　　　　　月～金曜日：　９：００～１７：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３：００～１６：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日：　８：００～１１：００ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土曜日：　９：００～１２：００

 小児科： 小児科： 小児科： 小児科：原則、予防接種予約のみとさせていただきます

　　　　　歯科口腔外科：　　　　　歯科口腔外科：　　　　　歯科口腔外科：　　　　　歯科口腔外科：初診受付は原則、午前のみとさせていただきます

休 診 日

（漢方内科）（漢方内科）（漢方内科）（漢方内科） 　　（皮膚科）　　（皮膚科）　　（皮膚科）　　（皮膚科）

木曜日　１０：００～１５：００ 　　　隔週木曜日　１０：００～１４：３０ （眼科）（眼科）（眼科）（眼科） （耳鼻咽喉科）（耳鼻咽喉科）（耳鼻咽喉科）（耳鼻咽喉科）

（循環器内科）第２・３・４週（循環器内科）第２・３・４週（循環器内科）第２・３・４週（循環器内科）第２・３・４週 　　（泌尿器科）　　（泌尿器科）　　（泌尿器科）　　（泌尿器科） 　　３日(金)午後手術   １７日(金)　休  診

月曜日　１３：３０～１７：００ 　　　月曜日　　９：００～１２：００ 　１０日(金)午後手術

火曜日　　９：００～１２：００ 　　　木曜日　　９：００～１２：００ 　１７日(金)午後休診

（小児科）（小児科）（小児科）（小児科） 　　　金曜日　　９：００～１２：００   ２４日(金)午後手術

木曜日　１５：３０～１７：００ 　　（眼科）　　（眼科）　　（眼科）　　（眼科） 　   ３１日(金)午後手術

（整形外科）（整形外科）（整形外科）（整形外科） 　　　金曜日　　９：４５～１２：００

月曜日　　９：００～１６：００       土曜日 　 ９：００～１２：００ （歯科口腔外科）（歯科口腔外科）（歯科口腔外科）（歯科口腔外科）

（呼吸器内科）（呼吸器内科）（呼吸器内科）（呼吸器内科） 　　（耳鼻咽喉科）　　（耳鼻咽喉科）　　（耳鼻咽喉科）　　（耳鼻咽喉科）   　２日(木) 休  診

水曜日　　９：００～１５：３０ 　　　金曜日　　９：００～１１：３０

（呼吸器内科）（呼吸器内科）（呼吸器内科）（呼吸器内科）

  　　　休  診

　は休診

記入日 　は午後休診

※　カウンセリング外来を行っています。お問合せは臨床心理士　岡田までご連絡ください。

　診療「予約専用」電話 　　社会医療法人 石州会 六　日　市　病　院六　日　市　病　院六　日　市　病　院六　日　市　病　院

〒６９９－５５１３ 島根県鹿足郡吉賀町六日市３６８番地４

０７０－５５６０－８４０００７０－５５６０－８４０００７０－５５６０－８４０００７０－５５６０－８４００ 　　　ＴＥＬ  ０８５６－７７－１５８１（代表）

　　　ＦＡＸ  ０８５６－７７－１５８０

受付時間は平日午前9時から午後5時まで（月曜日から金曜日）

「裏面」もご覧下さい

平 成　２９年　３月    外 来 診 療 日 予 定平 成　２９年　３月    外 来 診 療 日 予 定平 成　２９年　３月    外 来 診 療 日 予 定平 成　２９年　３月    外 来 診 療 日 予 定

月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

救救救救 急急急急 外外外外

来来来来

救救救救 急急急急 患患患患 者者者者 様様様様 のののの みみみみ 不　特　定　医　師不　特　定　医　師不　特　定　医　師不　特　定　医　師

一一一一 般般般般 外外外外

来来来来

予予予予 約約約約 ・・・・ 紹紹紹紹 介介介介 患患患患 者者者者 様様様様 ののののみみみみ

谷浦博之（総合） 重冨雄哉（内科） 加川玲子（脳外） 谷浦博之（総合）

加川玲子（脳外） 久長恒洋（外科） 重冨雄哉（内科） 久長恒洋（外科）

呉得進(循内) 重冨悠乃（内科） 重冨悠乃（内科） 安浩義(内科)

心心心心エエエエココココーーーー検検検検査査査査 呉　得進 呉　得進

消消消消 化化化化 器器器器 検検検検 査査査査 重冨雄哉 久長恒洋 重冨雄哉

専門外来専門外来専門外来専門外来

大森あさみ

循循循循 環環環環 器器器器 内内内内 科科科科

　

皮皮皮皮 膚膚膚膚 科科科科 午前午後午前午後午前午後午前午後

眼眼眼眼 科科科科 午前午後午前午後午前午後午前午後

耳耳耳耳 鼻鼻鼻鼻 咽咽咽咽 喉喉喉喉 科科科科 午前午後午前午後午前午後午前午後

　

永尾祐治(山大) 　

世古昭三 世古昭三 世古昭三

井上伸吾 井上伸吾 井上伸吾 井上伸吾 井上伸吾

但し、歯科口腔外科の予約は、０８５６－７７－１５８１但し、歯科口腔外科の予約は、０８５６－７７－１５８１但し、歯科口腔外科の予約は、０８５６－７７－１５８１但し、歯科口腔外科の予約は、０８５６－７７－１５８１

　　受付時間

 　　　(眼科のみ)

《　　　ただし、急患はこの限りではありません。不明な点はお問い合わせ下さい　　　》《　　　ただし、急患はこの限りではありません。不明な点はお問い合わせ下さい　　　》《　　　ただし、急患はこの限りではありません。不明な点はお問い合わせ下さい　　　》《　　　ただし、急患はこの限りではありません。不明な点はお問い合わせ下さい　　　》

３月の臨時変更のお知らせ３月の臨時変更のお知らせ３月の臨時変更のお知らせ３月の臨時変更のお知らせ

診療時間 (日・祝日)

《上記以外の変更がある場合は受付にてご案内いたします。不明な点はお問い合わせ下さい》

こちらにお掛けください。　番号は、


