
URL　

8/19 月 清水 田中 清水 14～ 田中 14～

8/20 火

8/21 水 清水 田中 瀬尾 清水 田中 池田 明田

8/22 木 田中 大橋 田中 大橋

8/23 金 清水 大歳 清水 青木 三橋 14～

8/24 土 清水 田中 面谷 清水 田中 面谷

8/25 日

8/26 月 田中 尾崎 清水 14～ 田中 15～ 尾崎

8/27 火

8/28 水 清水 田中 瀬尾 松宮 清水 田中

8/29 木 田中 大橋 髙森 10～ 田中 大橋 髙森

8/30 金 大歳 三橋 14～

8/31 土

※池田医師の診療は8月をもって終了となります。8月21日以降、池田医師の患者様は別の医師が担当させていただきます。

※31日(土)は整形外科臨時休診となります（内科・リハビリテーション科は通常通りの診察となります）。

※19日(月)PMおよび30日(金)PMの診療開始時間は14時00分となります。

※30日(金)AMは再診患者様のみ（再来初診除く）の診察となります。

※19日(月)・21日(水)AM・22日(木)・23日(金)・24日(土)・26日(月)AM・30日(金)PMは事前予約制（初診・再来初診）となります。

※隔週水曜日午後の明田医師の診察に限り、初診・再診に関わらず事前予約制と

　 なります。

※都合により変更となる場合がありますこと、ご了承ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8月19日以降）

休診日

休診日

休診日

終　日　臨　時　休　診

　　　横浜市スポーツ医科学センター
　　　TEL　045-477-5050（代）
　　　http://www.yspc-ysmc.jp/

横浜市スポーツ医科学センター　令和元年8月　整形外科担当医表

令和元年8月19日現在 

都合により変更になる場合がありますので、 医師の臨時休診についてはホームページにて最新情報をご確認願います。

http://www.yspc-ysmc.jp/clinic/doctor-closing/

ＡＭ ＰＭ

http://www.yspc-ysmc.jp/clinic/doctor-closing/


URL　

9/1 日

9/2 月 清水 田中 尾崎 清水 15～ 田中 15～ 尾崎

9/3 火

9/4 水 清水 田中 瀬尾 清水 田中

9/5 木 田中 大橋 田中 大橋

9/6 金 清水 入江 大歳 清水 三橋 14～

9/7 土 清水 田中 大歳 清水 田中

9/8 日

9/9 月 清水 田中 尾崎 髙森 清水 15～ 田中 15～ 尾崎 髙森

9/10 火

9/11 水 清水 田中 瀬尾 松宮 清水 田中 明田

9/12 木 田中 大橋 田中 大橋

9/13 金 清水 入江 大歳 清水 青木

9/14 土 清水 田中 面谷 清水 田中 面谷

9/15 日

9/16 月

9/17 火

9/18 水 清水 田中 瀬尾 清水 田中

9/19 木 田中 大橋 田中 大橋

9/20 金

9/21 土

9/22 日

9/23 月

9/24 火

9/25 水 清水 田中 瀬尾 松宮 清水 田中 明田

9/26 木 田中 大橋 田中 大橋

9/27 金 清水 入江 大歳 清水 青木 三橋 14～

9/28 土 清水 田中 今井 清水 田中 井窪

9/29 日

9/30 月 清水 田中 尾崎 清水 15～ 田中 15～ 尾崎

※池田医師の診療は8月をもって終了となりました。池田医師の患者様は別の医師が担当させていただきます。

※20日(金)21日(土)はラグビーワールドカップ2019日本大会™の開催に伴い、臨時休診となります(スポーツ医科学センター全体

　 が臨時休館となります）。

※13日(金)PMは再診患者様のみ（再来初診除く）の診察となります。

※4日(水)AM・5日(木)・6日(金)・7日(土)・12日(木)・13日(金)AM・14日(土)・18日(水)・19日(木)・25日(水)・26日(木)・27日(金)・

　 28日(土)は事前予約制（初診・再来初診）となります。

※隔週水曜日午後の明田医師の診察に限り、初診・再診に関わらず事前予約制と

　 なります。

※都合により変更となる場合がありますこと、ご了承ください。

休診日

休診日

休診日

休診日

　　　横浜市スポーツ医科学センター
　　　TEL　045-477-5050（代）
　　　http://www.yspc-ysmc.jp/

終　日　臨　時　休　診

休診日

休診日

休診日

休診日

休診日

終　日　臨　時　休　診

休診日

休診日

横浜市スポーツ医科学センター　令和元年9月　整形外科担当医表

令和元年8月19日現在 

ＡＭ ＰＭ

都合により変更になる場合がありますので、 医師の臨時休診についてはホームページにて最新情報をご確認願います。

http://www.yspc-ysmc.jp/clinic/doctor-closing/

http://www.yspc-ysmc.jp/clinic/doctor-closing/

