
現在

年月日 曜日 診療科 医師名 代診 備考

平成29年6月22日 木 小児外科 羽金 なし 小児外科全面休診

平成29年6月23日 金 歯科 宗田 なし

平成29年6月23日 金 小児外科 羽金 なし 小児外科全面休診

平成29年6月23日 金 精神科 山田 なし

平成29年6月23日 金 内科 小林 なし

平成29年6月27日 火 歯科 安井 なし

平成29年6月28日 水 歯科 縣 なし

平成29年6月28日 水 内科 田 なし

平成29年6月28日 水 歯科 安井 なし

平成29年6月29日 木 歯科 安井 なし

平成29年7月3日 月 歯科 小川 なし

平成29年7月6日 木 歯科 小川 なし

平成29年7月6日 木 耳鼻咽喉科 鈴木 なし

平成29年7月7日 金 整形外科 小林 なし

平成29年7月7日 金 脳神経外科 石原 なし 特殊診断書外来

平成29年7月7日 金 歯科 宗田 なし

平成29年7月7日 金 歯科 小川 なし

平成29年7月11日 火 内科 加藤 なし

平成29年7月13日 木 脳神経外科 荻野 なし

平成29年7月18日 火 歯科 玉手 なし

平成29年7月20日 木 歯科 玉手 なし

ＮＨＯ栃木医療センター
外来休診情報

※下記以外にも休診になる場合がございます。
（緊急の休診　等）

平成29年6月21日



年月日 曜日 診療科 医師名 代診 備考

平成29年7月21日 金 脳神経外科 村上 なし

平成29年7月21日 金 脳神経外科 石原 なし 特殊診断書外来

平成29年7月21日 金 歯科 玉手 なし

平成29年7月24日 月 歯科 山田 なし

平成29年7月24日 月 脳神経外科 石原 あり 代診：倉前医師

平成29年7月26日 水 歯科 山田 なし

平成29年7月26日 水 脳神経外科 石原 あり 代診：堀越医師

平成29年7月26日 水 歯科 縣 なし 口腔顔面痛外来

平成29年7月28日 金 皮膚科 高橋 なし 皮膚科全面休診

平成29年8月1日 火 内科 吉竹 なし

平成29年8月1日 火 外科 杉浦 なし

平成29年8月4日 金 整形外科 古宮 なし

平成29年8月4日 金 脳神経外科 石原 なし 特殊診断書外来

平成29年8月4日 金 整形外科 内田 なし

平成29年8月9日 水 内科 渡邉 なし 呼吸器内科

平成29年8月10日 木 泌尿器科 畠山 なし

平成29年8月14日 月 歯科 内山 なし

平成29年8月15日 火 内科 駒ヶ嶺順平 なし

平成29年8月15日 火 歯科 内山 なし

平成29年8月15日 火 泌尿器科 畠山 なし

平成29年8月16日 水 歯科 岩渕絵美 なし 小児歯科

平成29年8月16日 水 内科 駒ヶ嶺順平 なし

平成29年8月16日 水 皮膚科 高橋 なし 皮膚科全面休診

平成29年8月17日 木 内科 福田 なし 循環器内科

平成29年8月17日 木 内科 駒ヶ嶺朋子 なし 神経内科

平成29年8月22日 火 外科 橋本 なし 橋本Drエコー時診察



年月日 曜日 診療科 医師名 代診 備考

平成29年8月23日 水 歯科 岩渕絵美 なし 小児歯科

平成29年8月23日 水 外科 橋本 なし

平成29年8月24日 木 外科 橋本 なし

平成29年9月1日 金 皮膚科 高橋 なし 皮膚科全面休診

平成29年9月4日 月 皮膚科 高橋 なし 皮膚科全面休診

平成29年9月5日 火 精神科 横山 なし

平成29年9月8日 金 脳神経外科 石原 なし 特殊診断書外来

平成29年9月8日 金 歯科 内山 なし

平成29年9月7日 木 泌尿器科 越田 なし

平成29年9月8日 金 泌尿器科 越田 なし

平成29年9月12日 火 泌尿器科 越田 なし

平成29年9月22日 金 歯科 須賀 なし

平成29年9月25日 月 脳神経外科 石原 あり 代診：倉前医師

平成29年9月26日 火 皮膚科 林 なし

平成29年9月26日 火 外科 松井 なし

平成29年10月4日 水 脳神経外科 石原 あり 代診：堀越医師

平成29年10月12日 木 皮膚科 高橋 なし 皮膚科全面休診

平成29年10月13日 金 皮膚科 高橋 なし 皮膚科全面休診

平成29年10月16日 月 歯科 内山 なし

平成29年10月20日 金 歯科 須賀 なし

平成29年10月20日 金 小児科 山口 なし

平成29年10月26日 木 皮膚科 高橋 なし 午後検査再診

平成29年10月26日 木 小児外科 羽金 なし 小児外科全面休診

平成29年10月30日 月 歯科 岩渕博史 なし
口腔粘膜疾患外来、ドラ
イマウス外来、ドライマ
ウス結果

平成29年10月31日 火 小児科 山口 なし

平成29年11月1日 水 小児科 山口 なし



年月日 曜日 診療科 医師名 代診 備考

平成29年11月2日 木 小児科 山口 なし

平成29年11月9日 木 小児科 山口 なし

平成29年11月10日 金 小児科 山口 なし

平成29年11月30日 木 皮膚科 高橋 なし 午後検査再診

平成29年12月1日 金 小児科 山口 なし
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