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P.1

まつどニュースは松戸市公式ホームページからダウンロードできます。市民の皆さん、事業者の皆さんも掲示・配布にご協力ください。

表は水曜日
朝更新

※当番医は都合により変更することがあります。 ※健康保険証を忘れずにお持ちください。

※新型コロナウイルス対応のため、電話で予約してから来院してください。発熱等の症状がある方に
ついては診察をお断りさせていただく場合があります。

夜間・休日当番医など医療機関のご案内 問：地域医療課☎047－366－7771

①昼間（9時～17時）在宅当番医

診療日 曜日 主な診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

12/27 日

内科 とちの樹メディカルクリニック 二十世紀が丘梨元町26 047-330-8227

外科・内科 古池外科胃腸科 八ヶ崎1-32-5 047-342-1062

耳鼻咽喉科 こばやし耳鼻咽喉科 新松戸2-115-1 松本ビル5階 047-374-6066

12/29 火

内科 松戸脳神経内科 旭町1-160 047-344-3311

内科 旭神経内科リハビリテーション病院 栗ヶ沢789-1 047-385-5566

整形外科 稔台整形外科クリニック 稔台1-12-11 林ビル１階 １０５号 047-366-1585

12/30 水

内・整・眼・皮膚・耳咽 総合クリニックドクターランド松戸 松戸新田245-26 グリーンマークシティ2階 047-369-3333

内科 脇坂内科クリニック 馬橋1770-1-1階 047-700-5572

整形外科 進藤整形外科
松戸1139-2 ライオンズステーションタワー松戸
4階

047-363-2110

12/31 木

内科 立原医院 松戸1330 047-331-1811

泌尿器科・内科 くぼたクリニック松戸五香 常盤平5-17-10 047-710-7411

産婦人科 オーククリニックフォーミズ病院 竹ヶ花50-3 047-703-1112

1/1 祝

内科 松戸ニッセイ聖隷クリニック 高塚新田123-1 047-330-8298

内科・小児科 伊藤医院 大金平4-335 047-341-1368

眼科 松戸八ケ崎眼科 八ケ崎2-8-1テラスモール松戸2階 047-710-6750

1/2 土

内科 稔台吉田内科クリニック循環器科 稔台1-11-33セレス稔台1階 047-366-8811

内科 とくいずみ医院 新松戸3-6 047-345-6000

整形外科
ちよだ整形外科リウマチ科リハビリ
テーション科

常盤平3-11-6飯島ビル101 047-375-8875

1/3 日

内科・小児科 柿の木台クリニック 二十世紀が丘萩町74 047-308-6671

内科・外科 岡村胃腸科外科 牧の原1-23-6 047-384-3667

皮膚科 矢切皮膚科 三矢小台1-2-4多幸ビル1階 047-702-7723

②夜間（18時～23時）夜間小児急病センター ※外科系は待機病院へ

診療日 曜日 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

毎日 小児科（内科系） 夜間小児急病センター 千駄堀993-1 047-712-2513

待機病院の所在地・電話番号

五香病院 五香8-40-1 047-311-5550

新東京病院 和名ヶ谷1271 047-711-8700

新松戸中央
総合病院

新松戸1-380 047-345-1111

千葉西
総合病院

金ケ作107-1 047-384-8111

東葛クリニック
病院

樋野口865-2 047-364-5121

市立総合医療
センター

千駄堀993-1 047-712-2511

山本病院
小金きよしケ丘
2-7-10

047-341-3191

③平日夜間（17時から翌朝9時）土曜・日曜・祝日（9時～翌朝9時）待機病院
※小児科は18時～23時は②の夜間小児急病センターへ

診療日 曜日 内科系
小児科 ※18時から
23時は②の夜間小児
急病センターへ

外科系

12/23 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院

12/24 木 東葛クリニック病院 市立総合医療センター 五香病院

12/25 金 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院

12/26 土 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 山本病院

12/27 日 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

12/28 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 東葛クリニック病院

12/29 火
新東京病院、新松戸中央総合病
院

新松戸中央総合病院 千葉西総合病院

12/30 水 東葛クリニック病院、新東京病院 千葉西総合病院 千葉西総合病院

12/31 木 千葉西総合病院、新東京病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院

1/1 祝
千葉西総合病院、新松戸中央総
合病院

新松戸中央総合病院、
千葉西総合病院

市立総合医療センター

1/2 土
新松戸中央総合病院、新東京病
院

新松戸中央総合病院 千葉西総合病院

1/3 日 新東京病院、千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院

1/4 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 山本病院

1/5 火 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 新東京病院

1/6 水 新東京病院 市立総合医療センター 新松戸中央総合病院



表は水曜日
朝更新

P.2 ニュース

※当番医は都合により変更することがあります。 ※健康保険証を忘れずにお持ちください。

※新型コロナウイルス対応のため、電話で予約してから来院してください。発熱等の症状がある方に
ついては診察をお断りさせていただく場合があります。

夜間・休日当番医など医療機関のご案内 問：地域医療課☎047－366－7771

左記の待機病院等は、
テレフォンサービス
☎047－366－0010
やホームページで
案内をしています。
※かかりつけ医・薬局
をもちましょう。

新型コロナウイルス感染症

市内居住患者の発生状況
（12月22日現在）

問：健康福祉政策課☎047－704－0055

市ホームページ

松戸市で新型コロナウイルスに感染
した患者が新たに81例確認されまし
たのでお知らせします。 ※感染者の
詳細は市ホームページをご覧ください。

人
12月16日～22日

千葉県発表分 感染者 81

累計 感染者 人981
うち無症状病原体保有者133人

世代
10歳未満1人、10代4人、20代16人、
30代7人、40代11人、50代16人、60代6人、
70代11人、80代6人、90代以上3人

２ 歯科診療
①昼間（午前９時～午後５時 昼食時間午後1時～2時を除く）応急歯科在宅当直医

診療日 曜日
主な診
療科目

医療機関名 所在地 電話番号

12/29 火

歯科

歯科牧の原 牧の原1-89 047-388-4182
明石歯科医院 本町19-16 松戸ウエストビル3階 047-365-3712
きよしヶ丘歯科診療所 小金きよしケ丘1-13-9 047-343-6862

12/30 水
宮嶋歯科医院 五香南1-14-5 047-387-0068
平岡歯科医院 本町2-3 平野ビル4階 047-364-6666
くろかわ歯科 新松戸7-162-12 047-340-4618

12/31 木
平岡歯科医院 松戸新田473-29 047-368-8200
平山歯科 松戸1178小松ビル4階 047-367-9631
あらき歯科クリニック 西馬橋蔵元町6 飯島ビル2階202号 047-309-2610

1/1 祝
Ｕ歯科医院 五香西2-35-1 047-385-5373
小泉歯科医院 松戸2058 047-365-2233
高野歯科 横須賀1-18-8 047-341-2596

1/2 土
なおい歯科医院 六高台7-59 047-387-6455
大塚歯科医院 松戸1019 047-366-2679
小谷歯科医院 新松戸3-141 047-345-2815

1/3 日
中村歯科六高台診療所 六高台4-93-1 六実マンション108号室047-389-8341
あんびる歯科医院 馬橋105 047-340-0144
大谷口歯科クリニック 大谷口383-13 047-348-8841

①夜間（20時～23時）休日土曜日夜間歯科診療所 (電話受付22時45分まで）
診療日 曜日 診療科目医療機関名 所在地 電話番号

12/29～1/3 火～日 歯科
休日土曜日夜間
歯科診療所

竹ヶ花45-53衛生会館２階 047-365-3430

相談先がない

かかりつけ医など相談
できる医療機関がある

医療機関に
電話相談

診療できる場合

診療できない
場合

近くの外来を案内

発熱患者など

☎ 0120－415－111
音声ダイヤルで1番を選択
対応時間:午前8時30分～午後5時
（平日のみ、12月29日㈫～1月3日㈰
は対応）

市の相談窓口（新型コロナウイルス
感染症相談専用ダイヤル）

☎ ０３－６７４７－８４１４
対応時間:対応時間:24時間

（土・日曜、祝・休日を含む）

千葉県発熱相談センター

必ず事前予約をして

※医師の判断に応じて検査へ。

医療機関受診時のお願い
●マスクの着用、手洗いや咳エチ
ケットの徹底

●複数の医療機関の受診を控える医療機関を受診

発熱などの症状が現れた
場合の相談の流れ

年末年始に

発熱などの症状がある場合は、新型コロナウイルスだけでなく、インフル
エンザや他の感染症であることも疑われます。適切な治療のために以下の
流れに沿って相談しましょう。

年末年始も新型コロナウイルスの感染予防を忘れずに！

経済活動の活発化により人の移動が増え、新型
コロナウイルスの感染者が増加しています。
感染リスクの高い場所への不要不急の外出は控

える、帰省や初詣は混雑する時期を避けることな
どのご協力をお願いします。
また、改めて基本的な感染防止策の徹底をお願

いします。
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