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９月２日（木）８時３０分から

１２歳～１５歳のワクチン接種限定予約を実施します

P.1

①郵送 〔9月4日(土)消印有効〕
〒271-8588 松戸市役所 新型コロナウイルスワクチン接種担当室
②窓口
市役所 本館２階大会議室 日時：９月２日(木)・３日(金)・６日(月) ８時３０分～１７時
③電話
新型コロナウイルスワクチン接種担当室 ☎366-1111
電話での申し込みは混雑回避のため、年齢別に受け付けます。 ※①②の予約方法に年齢制限はありません。申込書の内容をすべて電話で

伺うため、完了まで時間を要することが想定されますので、電話以外の申し込みを推奨します。

９月２日（木）：３０歳以上の妊婦およびその配偶者・パートナー
９月３日（金）：２９歳以下の妊婦およびその配偶者・パートナー
９月６日（月）：すべての人 ※受付時間はすべて８時３０分～１７時

◆対象 １２歳～１５歳 (平成１８年４月２日以降に生まれた人)

◆予約枠数 約3,000回

◆接種日程 ９月3日（金）～３０日（木）

◆接種会場 松戸運動公園体育館、新松戸中央総合病院（小児限定）、矢切クリ

ニック、島村トータルケアクリニック、加賀谷正クリニック、小山内科クリニック

※対象外の人は予約できません。
※予約サイトの「12歳以上接種可能」に必ずチェックを入れて予約をしてください。

市ホームページ
予約枠追加について

妊婦、配偶者・パートナーにワクチン優先接種
◆接種日時 土曜コース １回目：９月１１日(土)、２回目：10月２日(土)

日曜コース １回目：９月１２日(日)、２回目：１０月３日(日)
◆会場 中央保健福祉センター

◆対象 市内在住の妊婦および同居の配偶者・パートナー
※里帰り出産のために戻ってきている妊婦可。

◆実施人数 ７２０人 （抽選） ※抽選結果は９月８日（水）にメールで通知します。

◆申し込み方法

市ホームページ
妊婦等の優先接種について



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

ニュースP.2

１　医科診療

診療日 曜日 電話番号

047-391-8877

047-385-2251

047-368-0731

診療日 曜日 電話番号

047-712-2513

診療日 曜日

8/31 火

9/1 水

9/2 木

9/3 金

9/4 土

9/5 日

9/6 月

9/7 火

9/8 水

※待機病院の所在地・電話番号

２　歯科診療
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 電話番号
9/4 土
9/5 日

新東京病院 市立総合医療センター 新松戸中央総合病院

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

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

9/5 日

内科 若林胃腸科クリニック 二十世紀が丘丸山町50の1

内科・小児科・外科 六高台内科胃腸科クリニック 六高台2の18の4

耳鼻咽喉科 エマオ耳鼻科医院 稔台1の10の11

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

診療科目 医療機関名 所在地

毎日 小児科（内科系） 夜間小児急病センター 千駄堀993-1

千葉西総合病院 千葉西総合病院 東葛クリニック病院

新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 山本病院

千葉西総合病院 千葉西総合病院 五香病院

新東京病院 市立総合医療センター 市立総合医療センター

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 新東京病院

新東京病院 市立総合医療センター 新松戸中央総合病院

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

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 金ヶ作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

047-365-3430

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２F

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。

ワクチン接種
予約サイト

☎０１２０－６８４－３８９
☎０５０－５５２６－１０８１
受付時間 ： ８時３０分～１７時（土日・祝日も実施）

①電話 ②市予約サイト

ワクチン接種予約方法

※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。


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

		8/15		日		小児科 ショウニカ				まるやまこどもクリニック				松戸新田94 マツド シンデン								047-367-4970

						内科 ナイカ				花輪医院 ハナワ イイン				常盤平西窪町9の12 トキワダイラ ニシクボチョウ								047-388-0707

						泌尿器科 ヒニョウキカ				阿部クリニック アベ				河原塚158の1 カワラヅカ								047-391-1800

		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								047-712-2513

		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

		8/11		水 スイ		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				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン						案内しております。 アンナイ

		8/12		木		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				新東京病院 シントウキョウビョウイン

		8/13		金		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						電話：047-366-0010 デンワ

		8/14		土		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				東葛クリニック病院 トウカツ ビョウイン

		8/15		日		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				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン						かかりつけ医・薬局をもちましょう イ ヤッキョク

		8/16		月		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

		8/17		火		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				千葉西総合病院 チバニシソウゴウビョウイン

		8/18		水 スイ		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				新東京病院 シントウキョウビョウイン

		※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

		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）

		診療日		曜日		主な診療科目				医療機関名				所在地								電話番号

		8/13		金		歯科				白石歯科医院 シライシ シカ イイン				八ヶ崎7-45-3　グリーンヒル八ヶ崎104 ハチガサキ ハチガサキ								047-343-5711

		8/14		土						山本歯科医院 ヤマモト シカ イイン				串崎南町26 クシザキ ミナミ マチ								047-389-8841

		8/15		日						なおい歯科医院 シカ イイン				六高台7-59 ロッコウダイ								047-387-6455

		8/16		月						オズデンタルクリニック				松戸2041-2 マツド								047-363-0100



		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

		8/13		金 キン		歯科				休日土曜日夜間歯科診療所				竹ヶ花45-53衛生会館２F								047-365-3430

		8/14		土

		8/15		日

		8/16		月

		※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。







原本 (2)

		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

		9/5		日 ニチ		内科 ナイカ				若林胃腸科クリニック ワカバヤシイチョウカ				二十世紀が丘丸山町50の1 ニジュッセイキ オカ マルヤマチョウ								047-391-8877

						内科・小児科・外科 ナイカ ショウニカ ゲカ				六高台内科胃腸科クリニック ロッコウダイ ナイカ イチョウ カ				六高台2の18の4 ロッコウダイ								047-385-2251

						耳鼻咽喉科 ジビ インコウ カ				エマオ耳鼻科医院 ジビカイイン				稔台1の10の11 ミノリダイ								047-368-0731



		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 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（内科系） ショウニ カ ナイカ ケイ				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								047-712-2513



		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

		8/31		火 カ		新東京病院 シントウキョウビョウイン				市立総合医療センター シリツソウゴウイリョウ				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

		9/1		水		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				東葛クリニック病院 トウカツ ビョウイン

		9/2		木		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

		9/3		金		新東京病院 シントウキョウビョウイン				市立総合医療センター シリツソウゴウイリョウ				市立総合医療センター シリツソウゴウイリョウ

		9/4		土		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

		9/5		日		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

		9/6		月		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				新東京病院 シントウキョウビョウイン

		9/7		火		新東京病院 シントウキョウビョウイン				市立総合医療センター シリツソウゴウイリョウ				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

		9/8		水		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

		※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

		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 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

		9/4		土 ド		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２F タケガハナ エイセイ カイカン								047-365-3430

		9/5		日 ニチ









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

		小児科 ショウニカ		松戸市立総合医療センター マツドシリツ ソウゴウ イリョウ		千駄堀９９３-1 センダボリ						047-712-2511

		外科・小児科 ゲカ ショウニ カ		松戸市立総合医療センター マツドシリツ ソウゴウ イリョウ		千駄堀９９３-1 センダボリ						047-712-2511







								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

								松戸市立総合医療センター マツドシリツ 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

								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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