
月　　日 曜 当番医院名 地区名 電話番号 月　　日 曜 当番医院名 地区名 電話番号

4月7日 日 藤政病院 周東町  84-0037 10月6日 日 みどり病院 由宇町  63-0111 

4月14日 日 川田クリニック 玖珂町 82-6660 10月13日 日 玖珂中央病院 玖珂町  82-5123 

4月21日 日 岩本医院 周東町 84-0011 10月20日 日 小林医院 周東町  84-0613 

4月28日 日 玖珂クリニック 玖珂町 82-6611 10月27日 日 福田医院 美川町  77-0012 

4月30日 休 松井医院 周東町 84-0035 11月3日 日 八木クリニック 玖珂町  82-1212 

5月1日 祝 福田医院 美川町 77-0012 11月10日 日 周防病院 周東町  84-1230 

5月2日 休 玖珂中央病院 玖珂町 82-5123 11月17日 日 松原医院 錦町  72-2300 

5月4日 祝 小林医院 周東町 84-0613 11月24日 日 山下内科医院 玖珂町  81-0050 

5月5日 日 錦中央病院 錦町 72-2321 12月1日 日 松井医院 周東町  84-0035 

5月12日 日 周防病院 周東町 84-1223 12月8日 日 千鳥ヶ丘病院 由宇町 63-0231

5月19日 日 みどり病院 由宇町 63-0111 12月15日 日 リフレまえだ病院 玖珂町  82-3521 

5月26日 日 河郷診療所 周東町 85-0010 12月22日 日 藤政病院 周東町  84-0037 

6月2日 日 松原医院 錦町 72-2300 12月29日 日 美和病院 美和町  96-1155 

6月9日 日 八木クリニック 玖珂町 82-1212 12月30日 休 山口平成病院 玖珂町 82-6111

6月16日 日 美和病院 美和町 96-1155 1月5日 日 近藤医院 美和町  96-0070 

6月23日 日 山下内科医院 玖珂町  81-0050 1月12日 日 川田クリニック 玖珂町  82-6660 

6月30日 日 藤政病院 周東町 84-0037 1月19日 日 岩本医院 周東町  84-0011 

7月7日 日 千鳥ヶ丘病院 由宇町 63-0231 1月26日 日 錦中央病院 錦町  72-2321 

7月14日 日 リフレまえだ病院 玖珂町  82-3521 2月2日 日 玖珂クリニック 玖珂町  82-6611 

7月21日 日 本郷診療所 本郷町  75-2770 2月9日 日 河郷診療所 周東町  85-0010 

7月28日 日 山口平成病院 玖珂町  82-6111 2月16日 日 みどり病院 由宇町 63-0111

8月4日 日 小林医院 周東町 84-0613 2月23日 日 八木クリニック 玖珂町 82-1212

8月11日 日 玖珂中央病院 玖珂町 82-5123 3月1日 日 周防病院 周東町  84-1223 

8月18日 日 松井医院 周東町 84-0035 3月8日 日 松原医院 錦町 72-2300

8月25日 日 近藤医院 美和町 95-0070 3月15日 日 山下内科医院 玖珂町  81-0050 

9月1日 日 川田クリニック 玖珂町 82-6660 3月22日 日 近藤医院 美和町 95-0070

9月8日 日 岩本医院 周東町 84-0011 3月29日 日 リフレまえだ病院 玖珂町  82-3521 

9月15日 日 錦中央病院 錦町 72-2321 4月 千鳥ヶ丘病院 由宇町

9月22日 日 玖珂クリニック 玖珂町 82-6611 4月 山口平成病院 玖珂町

9月29日 日 河郷診療所 周東町 85-0010
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