
2021/4/28 No.1035

ニュース
MatsudoNews

発行／松戸市 お問い合わせ TEL047－366－7320
FAX047－362－6162

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。

P.1

希望する全ての高齢者がワクチンを接種できますので、まだ予約ができ
ていない人もご安心ください。
予約開始時期などの詳細は決まり次第、市ホームページや広報まつどなどでお知らせします。

5月・6月の予約枠は、予約のキャンセルで空きが出る場合や接種医療機関などとの調整により、予約
枠が追加される場合があります。最新情報は市ホームページまたは市予約サイトに更新されます。

☎０１２０－６８４－３８９ 受付時間 ： ８時３０分～１７時（土日・祝日も実施）

注意：間違い電話が多発しています。番号の間違いに注意してください！

※上記フリーダイヤルが利用できない場合は、０５０－５５２６－１０８１ へ

市予約サイト

7月以降も65歳以上の高齢者の接種を実施します

市ホームページ
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感染経路等判明者

感染経路不明者

7日間移動平均

市内新規陽性者数の推移

まん延防止等重点措置 が適用中
ご協力をお願いします！ 市ホームページ

市内居住患者
累計

（4/27時点）

人2,736

感染者の詳細は
こちらから

（～4/25）

新規陽性者数の平均は横ばい

（単位：人）

大型連休中も
不要不急の外出・移動は自粛

酒類提供は終日自粛
(店舗の営業時間は20時まで)

・飲食は、昼夜・場所を問わず黙食・少人数で
・路上、公園等での集団の飲酒、ﾎｰﾑﾊﾟｰﾃｨｰは自粛
・営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店へ
の出入りは自粛

・飲食を主として業とする店舗でのカラオケ設備
の利用自粛

・業種別ガイドラインの遵守
まん延防止等重点措置
の詳細はこちら

（千葉県ホームページ）

5月11日(火)まで



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。

大型連休の医療機関のご案内 問：地域医療課☎047-366-7771

１　医科診療

診療日 曜日 電話番号

047-369-1248

047-345-6971

047-394-6666

047-340-5558

047-309-1177

047-361-4800

047-308-7100

047-387-5550

047-362-3722

047-368-2341

047-703-7222

047-710-6750

047-308-2830

047-341-1125

047-308-6555

診療日 曜日 電話番号

047-712-2511

診療日 曜日

4/28 水
4/29 祝

4/30 金

5/1 土

5/2 日

5/3 祝

5/4 祝

5/5 祝

5/6 木

※待機病院の所在地・電話番号

２　歯科診療

診療日 曜日 電話番号

047-366-8887

047-345-1536

047-308-0123

047-347-8824

047-388-1498

047-365-2232

047-711-9020

047-385-5373

診療日 曜日 電話番号

4/29 祝

5/1 土

5/2 日

5/3 祝

5/4 祝

5/5 祝

②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）

診療科目 医療機関名 所在地

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

5/5 祝
アウルデンタルクリニック 松戸新田463-3ゲートハウス102

Ｕ歯科医院 五香西2-35-1

歯科

歯科

松戸新田245-1

こうで歯科 幸田2-155-2

5/4 祝
東歯科医院 常盤平7-4-3

武田歯科医院 松戸新田279

4/29 祝
たけだ歯科クリニック 松戸1281-1

新松戸歯科 新松戸1-439-6　新松戸駅前ビル3階

5/3 祝
いそざき歯科

歯科

歯科

山本病院 小金きよしケ丘2-7-10 047-341-3191

①昼間（9時～17時）応急歯科在宅当直医（13時～14時は除く）

主な診療科目 医療機関名 所在地

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

新松戸中央総合病院 新松戸1-380 047-345-1111

千葉西総合病院 金ヶ作107-1 047-384-8111

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

千葉西総合病院 千葉西総合病院 山本病院

医療機関名 所在地 電話番号

新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 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

千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院

千葉西総合病院 千葉西総合病院 五香病院

千葉西総合病院 千葉西総合病院 市立総合医療センター
新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 山本病院

東葛クリニック病院 市立総合医療センター 千葉西総合病院

千葉西総合病院 千葉西総合病院 五香病院

毎日 小児科 夜間小児急病センター 千駄堀993-1
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

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

整形外科 早川整形外科クリニック 上本郷436　ＹＭＣビル3階
②夜間（18時～23時）夜間小児急病センター

診療科目 医療機関名 所在地

松戸八ヶ崎眼科 八ヶ崎2-8-1　テラスモール松戸2階

5/5 祝

内科 丹野内科・循環器科 本町12-15　パップス松戸ビル501

内科・小児科 大谷口医院 新松戸北1-3-8

松戸中央眼科 六高台7-28-1

下矢切136-2

5/4 祝

内科・小児科 皆川医院 下矢切72

泌尿器科・内科 桐友クリニック新松戸 新松戸3-135　エム・フォレストビル1階

眼科

5/3 祝

内科 小松内科神経内科 上本郷2226-1　ベナフラット2階

内科 米沢医院 五香南2-22-12

整形外科 さかの整形外科クリニック

5/2 日

内科 新松戸内科・糖尿病こばやしクリニック 新松戸4-141-2

①昼間（9時～17時）在宅当番医

主な診療科目 医療機関名 所在地

4/29 祝

内科 あおぞら診療所 緑ヶ丘2-357　ソフィア1階

内科

内科・小児科 わざクリニック 西馬橋幸町13　早稲田ビル2階

皮膚科 北松戸皮膚科クリニック 上本郷436　ＹＭＣビル5階

兒玉医院 三ヶ月1543

眼科

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。


原本

		夜間・休日当番医など医療機関のご案内 ヤカン キュウジツ トウバン イリョウ キカン

		受診する前に、必ず電話にて確認をしてください。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。



		１　医科診療 イカ シンリョウ

		①昼間（9時～17時）在宅当番医 ヒルマ ジ ジ ザイタク トウバン イ

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		主な診療科目 オモ シンリョウ カモク				医療機関名 イリョウ キカン メイ				所在地 ショザイチ								電話番号 デンワ バンゴウ

		4/29		祝 シュク		内科 ナイカ				あおぞら診療所 シンリョウショ				緑ヶ丘2-357　ソフィア1階 ミドリガオカ カイ								047-369-1248

						内科 ナイカ				兒玉医院 コダマ イイン				三ヶ月1543 ミコゼ								047-345-6971

						眼科 ガンカ				松戸中央眼科 マツド チュウオウ ガンカ				六高台7-28-1 ロッコウダイ								047-394-6666

		5/2		日 ニチ		内科 ナイカ				新松戸内科・糖尿病こばやしクリニック シンマツド ナイカ トウニョウビョウ				新松戸4-141-2 シンマツド								047-340-5558

						内科・小児科 ナイカ ショウニカ				わざクリニック				西馬橋幸町13　早稲田ビル2階 ニシマバシ サイワイチョウ ワセダ カイ								047-309-1177

						皮膚科 ヒフカ				北松戸皮膚科クリニック キタ マツド ヒフカ				上本郷436　ＹＭＣビル5階 カミホンゴウ カイ								047-361-4800

		5/3		祝 シュク		内科 ナイカ				小松内科神経内科 コマツ ナイカ シンケイ ナイカ				上本郷2226-1　ベナフラット2階 カミホンゴウ カイ								047-308-7100

						内科 ナイカ				米沢医院 ヨネザワ イイン				五香南2-22-12 ゴコウ ミナミ								047-387-5550

						整形外科 セイケイ ゲカ				さかの整形外科クリニック セイケイ ゲカ				下矢切136-2 シモ ヤギリ								047-362-3722

		5/4		祝 シュク		内科・小児科 ナイカ ショウニカ				皆川医院 ミナガワ イイン				下矢切72 シタ ヤギリ								047-368-2341

						内科・泌尿器科 ナイカ ヒニョウキカ				桐友クリニック新松戸 キリ トモ シンマツド				新松戸3-135　エム・フォレストビル1階 シンマツド カイ								047-703-7222

						眼科 ガンカ				松戸八ヶ崎眼科 マツド ハチガサキ ガンカ				八ヶ崎2-8-1　テラスモール松戸2階 ハチガサキ マツド カイ								047-710-6750

		5/5		祝 シュク		内科 ナイカ				丹野内科・循環器科 タンノ ナイカ ジュンカンキカ				本町12-15　パップス松戸ビル501 ホンチョウ マツド								047-308-2830

						内科・小児科 ナイカ ショウニカ				大谷口医院 オオヤグチ イイン				新松戸北1-3-8 シンマツド キタ								047-341-1125

						整形外科 セイケイ ゲカ				早川整形外科クリニック ハヤカワ セイケイ ゲカ				上本郷436　ＹＭＣビル3階 カミホンゴウ カイ								047-308-6555

		②夜間（18時～23時）夜間小児急病センター

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		診療科目 シンリョウ カモク				医療機関名 イリョウ キカン メイ				所在地 ショザイチ								電話番号 デンワ バンゴウ

		毎日 マイニチ				小児科 ショウニ カ				夜間小児急病センター ヤカン ショウニ キュウビョウ				千駄堀993-1 センダボリ								047-712-2511

		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 ヘイジツ ヤカン ジ ヨクアサ ジ ドヨウ ニチヨウ シュクジツ ジ ヨクアサ ジ タイキ ビョウイン

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		内科系 ナイカ ケイ				小児科
※18時から23時は②の夜間小児急病センターへ ショウニ カ ジ ジ ヤカン ショウニ キュウビョウ				外科系 ゲカ ケイ						待機病院等は、テレフォンサービスでも タイキ ビョウイン トウ

		4/28		水 スイ		東葛クリニック病院 トウカツ ビョウイン				市立総合医療センター シリツソウゴウイリョウ				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン

		4/29		祝 シュク		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				五香病院 ゴコウ ビョウイン						案内しております。 アンナイ

		4/30		金 キン		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				市立総合医療センター シリツソウゴウイリョウ

		5/1		土 ド		新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン				新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン				山本病院 ヤマモトビョウイン						電話：047-366-0010 デンワ

		5/2		日 ニチ		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン

		5/3		祝 シュク		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				五香病院 ゴコウビョウイン						かかりつけ医・薬局をもちましょう イ ヤッキョク

		5/4		祝 シュク		新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン				新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン				東葛クリニック病院 トウカツ ビョウイン

		5/5		祝 シュク		新東京病院 シントウキョウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン

		5/6		木 モク		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				山本病院 ヤマモトビョウイン

		※待機病院の所在地・電話番号 タイキ ビョウイン ショザイチ デンワ バンゴウ

		医療機関名 イリョウ キカン メイ						所在地 ショザイチ				電話番号 デンワ バンゴウ

		五香病院 ゴカ						五香8-40-1 ゴカ カズゴ				047-311-5550

		新東京病院 シントウキョウ ビョウイン						和名ヶ谷1271 ワナガヤ				047-711-8700

		新松戸中央総合病院 シンマツド チュウオウ ソウゴウ ビョウイン						新松戸1-380 シンマツド				047-345-1111

		千葉西総合病院 チ バ ニシ ソウゴウ ビョウイン						金ヶ作107-1 カネ サク				047-384-8111

		東葛クリニック病院 ヒガシ カズラ ビョウイン						樋野口865-2 ヒノクチ				047-364-5121

		市立総合医療センター シリツ ソウゴウ イリョウ						千駄堀993-1 センダボリ				047-712-2511

		山本病院 ヤマ モト ビョウイン						小金きよしケ丘2-7-10 コガネ オカ				047-341-3191

		２　歯科診療 シカ シンリョウ

		①昼間（9時～17時）応急歯科在宅当直医（13時～14時は除く） ヒルマ ジ ジ オウキュウ シカ ザイタク トウチョクイ イ ジ ジ ノゾ

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		主な診療科目 オモ シンリョウ カモク				医療機関名 イリョウ キカン メイ				所在地 ショザイチ								電話番号 デンワ バンゴウ

		4/29		祝 シュク		歯科 シカ				たけだ歯科クリニック シカ				松戸1281-1 マツド								047-366-8887

										新松戸歯科 シンマツド シカ				新松戸1-439-6　新松戸駅前ビル3階 シンマツド シンマツド エキマエ カイ								047-345-1536

		5/3		祝 シュク						いそざき歯科 シカ				松戸新田245-1 マツド シンデン								047-308-0123

										こうで歯科 シカ				幸田2-155-2 コウデン								047-347-8824

		5/4		祝 シュク						東歯科医院 アズマ シカ イイン				常盤平7-4-3 トキワダイラ								047-388-1498

										武田歯科医院 タケダ シカ イイン				松戸新田279 マツド シンデン								047-365-2232

		5/5		祝 シュク						アウルデンタルクリニック				松戸新田463-3ゲートハウス102 マツド シンデン								047-711-9020

										Ｕ歯科医院 シカ イイン				五香西2-35-1 ゴコウ ニシ								047-385-5373

		②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） ヤカン ジ ジ キュウジツ ドヨウビ ヤカン シカ シンリョウ ジョ

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		診療科目 シンリョウ カモク				医療機関名 イリョウ キカン メイ				所在地 ショザイチ								電話番号 デンワ バンゴウ

		4/29		祝 シュク		歯科 シカ				休日土曜日夜間歯科診療所 キュウジツ ドヨウビ ヤカン シカ シンリョウ ジョ				竹ヶ花45-53衛生会館２階 タケガハナ エイセイ カイカン カイ								047-365-3430

		5/1		土 ド

		5/2		日 ニチ

		5/3		祝 シュク

		5/4		祝 シュク

		5/5		祝 シュク















原本 (修正後)

		夜間・休日当番医など医療機関のご案内 ヤカン キュウジツ トウバン イリョウ キカン

		受診する前に、必ず電話にて確認をしてください。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。



		１　医科診療 イカ シンリョウ

		①昼間（9時～17時）在宅当番医 ヒルマ ジ ジ ザイタク トウバン イ

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		主な診療科目 オモ シンリョウ カモク				医療機関名 イリョウ キカン メイ				所在地 ショザイチ								電話番号 デンワ バンゴウ

		4/29		祝 シュク		内科 ナイカ				あおぞら診療所 シンリョウショ				緑ヶ丘2-357　ソフィア1階 ミドリガオカ カイ								047-369-1248

						内科 ナイカ				兒玉医院 コダマ イイン				三ヶ月1543 ミコゼ								047-345-6971

						眼科 ガンカ				松戸中央眼科 マツド チュウオウ ガンカ				六高台7-28-1 ロッコウダイ								047-394-6666

		5/2		日 ニチ		内科 ナイカ				新松戸内科・糖尿病こばやしクリニック シンマツド ナイカ トウニョウビョウ				新松戸4-141-2 シンマツド								047-340-5558

						内科・小児科 ナイカ ショウニカ				わざクリニック				西馬橋幸町13　早稲田ビル2階 ニシマバシ サイワイチョウ ワセダ カイ								047-309-1177

						皮膚科 ヒフカ				北松戸皮膚科クリニック キタ マツド ヒフカ				上本郷436　ＹＭＣビル5階 カミホンゴウ カイ								047-361-4800

		5/3		祝 シュク		内科 ナイカ				小松内科神経内科 コマツ ナイカ シンケイ ナイカ				上本郷2226-1　ベナフラット2階 カミホンゴウ カイ								047-308-7100

						内科 ナイカ				米沢医院 ヨネザワ イイン				五香南2-22-12 ゴコウ ミナミ								047-387-5550

						整形外科 セイケイ ゲカ				さかの整形外科クリニック セイケイ ゲカ				下矢切136-2 シモ ヤギリ								047-362-3722

		5/4		祝 シュク		内科・小児科 ナイカ ショウニカ				皆川医院 ミナガワ イイン				下矢切72 シタ ヤギリ								047-368-2341

						泌尿器科・内科 ナイカ				桐友クリニック新松戸 キリ トモ シンマツド				新松戸3-135　エム・フォレストビル1階 シンマツド カイ								047-703-7222

						眼科 ガンカ				松戸八ヶ崎眼科 マツド ハチガサキ ガンカ				八ヶ崎2-8-1　テラスモール松戸2階 ハチガサキ マツド カイ								047-710-6750

		5/5		祝 シュク		内科 ナイカ				丹野内科・循環器科 タンノ ナイカ ジュンカンキカ				本町12-15　パップス松戸ビル501 ホンチョウ マツド								047-308-2830

						内科・小児科 ナイカ ショウニカ				大谷口医院 オオヤグチ イイン				新松戸北1-3-8 シンマツド キタ								047-341-1125

						整形外科 セイケイ ゲカ				早川整形外科クリニック ハヤカワ セイケイ ゲカ				上本郷436　ＹＭＣビル3階 カミホンゴウ カイ								047-308-6555

		②夜間（18時～23時）夜間小児急病センター

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		診療科目 シンリョウ カモク				医療機関名 イリョウ キカン メイ				所在地 ショザイチ								電話番号 デンワ バンゴウ

		毎日 マイニチ				小児科 ショウニ カ				夜間小児急病センター ヤカン ショウニ キュウビョウ				千駄堀993-1 センダボリ								047-712-2511

		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 ヘイジツ ヤカン ジ ヨクアサ ジ ドヨウ ニチヨウ シュクジツ ジ ヨクアサ ジ タイキ ビョウイン

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		内科系 ナイカ ケイ				小児科
※18時から23時は②の夜間小児急病センターへ ショウニ カ ジ ジ ヤカン ショウニ キュウビョウ				外科系 ゲカ ケイ												待機病院等は、テレフォンサービスでも タイキ ビョウイン トウ

		4/28		水 スイ		東葛クリニック病院 トウカツ ビョウイン				市立総合医療センター シリツソウゴウイリョウ				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン

		4/29		祝 シュク		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				五香病院 ゴコウ ビョウイン												案内しております。 アンナイ

		4/30		金 キン		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				市立総合医療センター シリツソウゴウイリョウ

		5/1		土 ド		新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン				新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン				山本病院 ヤマモトビョウイン												電話：047-366-0010 デンワ

		5/2		日 ニチ		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン

		5/3		祝 シュク		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				五香病院 ゴコウビョウイン												かかりつけ医・薬局をもちましょう イ ヤッキョク

		5/4		祝 シュク		新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン				新松戸中央総合病院 シンマツドチュウオウソウゴウビョウイン				東葛クリニック病院 トウカツ ビョウイン

		5/5		祝 シュク		新東京病院 シントウキョウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン

		5/6		木 モク		千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン				山本病院 ヤマモトビョウイン

		※待機病院の所在地・電話番号 タイキ ビョウイン ショザイチ デンワ バンゴウ

		医療機関名 イリョウ キカン メイ						所在地 ショザイチ				電話番号 デンワ バンゴウ

		五香病院 ゴカ						五香8-40-1 ゴカ カズゴ				047-311-5550

		新東京病院 シントウキョウ ビョウイン						和名ヶ谷1271 ワナガヤ				047-711-8700

		新松戸中央総合病院 シンマツド チュウオウ ソウゴウ ビョウイン						新松戸1-380 シンマツド				047-345-1111

		千葉西総合病院 チ バ ニシ ソウゴウ ビョウイン						金ヶ作107-1 カネ サク				047-384-8111

		東葛クリニック病院 ヒガシ カズラ ビョウイン						樋野口865-2 ヒノクチ				047-364-5121

		市立総合医療センター シリツ ソウゴウ イリョウ						千駄堀993-1 センダボリ				047-712-2511

		山本病院 ヤマ モト ビョウイン						小金きよしケ丘2-7-10 コガネ オカ				047-341-3191

		２　歯科診療 シカ シンリョウ

		①昼間（9時～17時）応急歯科在宅当直医（13時～14時は除く） ヒルマ ジ ジ オウキュウ シカ ザイタク トウチョクイ イ ジ ジ ノゾ

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		主な診療科目 オモ シンリョウ カモク				医療機関名 イリョウ キカン メイ				所在地 ショザイチ								電話番号 デンワ バンゴウ

		4/29		祝 シュク		歯科 シカ				たけだ歯科クリニック シカ				松戸1281-1 マツド								047-366-8887

										新松戸歯科 シンマツド シカ				新松戸1-439-6　新松戸駅前ビル3階 シンマツド シンマツド エキマエ カイ								047-345-1536

		5/3		祝 シュク		歯科 シカ				いそざき歯科 シカ				松戸新田245-1 マツド シンデン								047-308-0123

										こうで歯科 シカ				幸田2-155-2 コウデン								047-347-8824

		5/4		祝 シュク		歯科 シカ				東歯科医院 アズマ シカ イイン				常盤平7-4-3 トキワダイラ								047-388-1498

										武田歯科医院 タケダ シカ イイン				松戸新田279 マツド シンデン								047-365-2232

		5/5		祝 シュク		歯科 シカ				アウルデンタルクリニック				松戸新田463-3ゲートハウス102 マツド シンデン								047-711-9020

										Ｕ歯科医院 シカ イイン				五香西2-35-1 ゴコウ ニシ								047-385-5373

		②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） ヤカン ジ ジ キュウジツ ドヨウビ ヤカン シカ シンリョウ ジョ

		診療日 シンリョウビ		曜日 ヨウビ		診療科目 シンリョウ カモク				医療機関名 イリョウ キカン メイ				所在地 ショザイチ								電話番号 デンワ バンゴウ

		4/29		祝 シュク		歯科 シカ				休日土曜日夜間歯科診療所 キュウジツ ドヨウビ ヤカン シカ シンリョウ ジョ				竹ヶ花45-53衛生会館２階 タケガハナ エイセイ カイカン カイ								047-365-3430

		5/1		土 ド

		5/2		日 ニチ

		5/3		祝 シュク

		5/4		祝 シュク

		5/5		祝 シュク















Sheet1

		診療科目 シンリョウ カモク		医療機関名 イリョウ キカン メイ		所在地 ショザイチ						電話番号 デンワ バンゴウ

		内科 ナイカ		東葛クリニック病院 ヒガシ カズラ ビョウイン		樋野口865-2 ヒノクチ						047-364-5121

		外科 ゲカ		東葛クリニック病院 ヒガシ カズラ ビョウイン		樋野口865-2 ヒノクチ						047-364-5121

		内科・小児科 ナイカ ショウニ カ		新松戸中央総合病院 シンマツド チュウオウ ソウゴウ ビョウイン		新松戸1-380 シンマツド						047-345-1111

		外科 ゲカ		新松戸中央総合病院 シンマツド チュウオウ ソウゴウ ビョウイン		新松戸1-380 シンマツド						047-345-1111

		小児科 ショウニ カ		新松戸中央総合病院 シンマツド チュウオウ ソウゴウ ビョウイン		新松戸1-380 シンマツド						047-345-1111

		内科 ナイカ		新東京病院 シントウキョウ ビョウイン		和名ヶ谷1271 ワナガヤ						047-711-8700

		外科 ゲカ		新東京病院 シントウキョウ ビョウイン		和名ヶ谷1271 ワナガヤ						047-711-8700

		内科 ナイカ		山本病院 ヤマ モト ビョウイン		小金きよしヶ丘2-7-10 コガネ オカ						047-341-3191

		外科 ゲカ		山本病院 ヤマ モト ビョウイン		小金きよしヶ丘2-7-10 コガネ オカ						047-341-3191

		外科 ゲカ		五香病院 ゴ コウ ビョウイン		五香8-40-1 ゴ コウ						047-311-5550

		内科・小児科 ナイカ ショウニ カ		千葉西総合病院		金ヶ作107-1 カネ サク						047-384-8111

		外科 ゲカ		千葉西総合病院		金ヶ作107-1 カネ サク						047-384-8111

		外科・小児科 ゲカ ショウニ カ		千葉西総合病院		金ヶ作107-1 カネ サク						047-384-8111

		小児科 ショウニ カ		千葉西総合病院		金ヶ作107-1 カネ サク						047-384-8111

		内科・小児科 ナイカ ショウニ カ		千葉西総合病院		金ヶ作107-1 カネ サク						047-384-8111

		外科 ゲカ		松戸市立病院 マツド シ リツ ビョウイン		上本郷4005 カミホンゴウ						047-363-2171

		小児科 ショウニカ		松戸市立病院 マツド シ リツ ビョウイン		上本郷4005 カミホンゴウ						047-363-2171

		外科・小児科 ゲカ ショウニ カ		松戸市立病院 マツド シ リツ ビョウイン		上本郷4005 カミホンゴウ						047-363-2171







								病院名 ビョウイン メイ		待機病院所在地 タイキ ビョウイン ショザイチ		電話番号 デンワ バンゴウ

								五香病院 ゴ コウ ビョウイン		五香8-40-1 ゴ コウ		047-311-5550

								新東京病院 シントウキョウ ビョウイン		和名ヶ谷1271 ワナガヤ		047-711-8700

								新松戸中央総合病院 シンマツド チュウオウ ソウゴウ ビョウイン		新松戸1-380 シンマツド		047-345-1111

								千葉西総合病院 チ バ ニシ ソウゴウ ビョウイン		金ヶ作107-1 カネ サク		047-384-8111

								東葛クリニック病院 ヒガシ カズラ ビョウイン		樋野口865-2 ヒノクチ		047-364-5121

								松戸市立病院 マツド シ リツ ビョウイン		上本郷4005 カミホンゴウ		047-363-2171

								山本病院 ヤマ モト ビョウイン		小金きよしケ丘2-7-10 コガネ オカ		047-341-3191

								待機病院等は、テレフォンサービスで案内しております。 タイキ ビョウイン トウ アンナイ

								電話：047-366-0010 デンワ

								かかりつけ医・薬局をもちましょう イ ヤッキョク
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