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水曜日が休日の場合は翌開庁日発行 
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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。 
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表は水曜日
朝 更新 

 

※受診する前に、必ず電話で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                 

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 

4/28 日 

内科・小児科 西川医院 上本郷405 047-368-0081 

内科 平岡クリニック 新松戸3-282 リリーフパートナーズ2F 047-701-5555 

産婦人科 大川レディースクリニック 馬橋1902 047-341-3011 

4/29 月・祝 

外科・内科 加賀谷正クリニック 東松戸3-7-19 047-312-7707 

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1F 047-703-7222 

整形外科 北原整形外科 小金原7-20-15 047-343-1016 

4/30 火・休 

内科・小児科 市場医院 中和倉161-5 047-342-1069 

整形外科・外科・内科 門野診療所 常盤平1-14-1 長谷川レジデンス1F 047-384-9639 

産婦人科 富岡産婦人科医院 小金原6-8-11 047-342-1078 

5/1 水・祝 

内科 稔台斎藤クリニック 松戸新田597 047-330-2300 

内科 けやきトータルクリニック 新松戸3-114 047-309-2299 

耳鼻咽喉科 冨田耳鼻咽喉科医院 北松戸1-1-3 047-367-4665 

5/2 木・休 

小児科 林こどもクリニック 根本7-11 藤沢ビル1F 047-330-1301 

内科 北小金クリニック 小金16-5 047-343-2960 

耳鼻咽喉科 新松戸加藤耳鼻咽喉科医院 新松戸4-217 石久店舗101 047-347-6743 

5/3 金・祝 

内科・小児科 松戸タワークリニック 
松戸1139-2 ライオンズステーション
タワー松戸3F 

047-331-0143 

内科 兒玉医院 三ケ月1543 047-345-6971 

産婦人科 湯原産婦人科医院 小金原5-20-7 047-341-6185 

5/4 土・祝 

内科 もりた内科・眼科クリニック 松戸1343-3 グランマノワール1F 047-362-3136 

内科 ヨネファミリークリニック 金ケ作301-61 047-383-3337 

産婦人科 岡産婦人科稔台クリニック 稔台1-8-21 047-364-2071 

5/5 日・祝 

内科 青木内科 古ヶ崎2-3245 047-364-1681 

内科・小児科 西村クリニック 六高台5-179-12 047-311-7711 

整形外科 菅原整形外科 紙敷458 047-312-7788 

5/6 月・休 

内科 秋山ハートクリニック 秋山68-1 047-330-9911 

内科 
若葉ファミリー常盤平駅前 
内科クリニック 

常盤平3-10-1セブンタウン常盤平店３F 
クリニックモール常盤平 

047-316-2200 

整形外科 三村整形外科 小金３ 高橋ビル７Ｆ 047-345-5505 

次ページへ続く 

10連休の医療機関のご案内   問：地域医療課☎047-366-7771 

5月2日(休)9時～17時に市民課窓口を臨時開設します 
主な取扱業務 
●転入、転出、市内転居の届け出 
●印鑑登録の受け付け 
●戸籍届け出の預かり 
●住民票、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書の発行 他 

※他市町村や関係機関に確認が必要な手続 
 きなど、一部取り扱いできない業務があ 
 ります。 
※各支所の窓口は開設しません。 

問市民課☎047-366-7340 



P.2 ニュース 

 
 

※待機病院の所在地・電話番号 

医療機関名 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         

  10連休の医療機関のご案内 問：地域医療課☎047-366-7771 

２ 歯科診療 
①昼間（9時～17時、13時～14時を除く）応急歯科在宅当直医 
診療日 曜日 医療機関名 所在地 電話番号 

4/29 月・祝 
いそざき歯科 松戸新田245-1 047-308-0123 

東松戸駅前歯科医院 東松戸3-2-1 アルフレンテ303 047-314-5231 

4/30 火・休 

渡辺デンタルｃlinic＆
maintenance 

稔台7-14-3 エンゼル21 1Ｆ 047-363-4111 

三国歯科医院 
五香南2-17-8 サンパティークマンショ
ン1Ｆ 

047-383-1170 

5/1 水・祝 
わたなべ歯科 二十世紀が丘丸山町76 わたなべビル2Ｆ 047-391-0808 

東歯科医院 常磐平7-4-3 047-388-1498 

5/2 木・休 
新松戸歯科 新松戸1-439-6 新松戸駅前ビル3Ｆ 047-345-1536 

植田歯科クリニック 和名ヶ谷1428-3 047-392-5665 

5/3 金・祝 
こうで歯科 幸田2-155-2 047-347-8824 

アウルデンタルクリニック 松戸新田463-3 ゲートハウス102 047-711-9020 

5/4 土・祝 
藤田歯科医院 西馬橋2-19-1 047-347-9723 

武田歯科医院 松戸新田279 047-365-2232 

5/5 日・祝 
あらき歯科クリニック 西馬橋蔵元町6 飯島ビル2Ｆ202号 047-309-2610 

なおい歯科医院 六高台7-59 047-387-6455 

②夜間（20時～23時）休日土曜日夜間歯科診療所 
診療日 医療機関名 所在地 電話番号 

4/27(土)～5/6(休) 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 

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 外科系       

4/24 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院 

4/25 木 東葛クリニック病院 市立総合医療センター 五香病院 

4/26 金 千葉西総合病院 千葉西総合病院 東葛クリニック病院       

4/27 土 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 五香病院       

4/28 日 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       

4/29 月・祝 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院       

4/30 火・休 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 

5/1 水・祝 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 

5/2 木・休 東葛クリニック病院 千葉西総合病院 五香病院 

5/3 金・祝 千葉西総合病院 千葉西総合病院 市立総合医療センター 

5/4 土・祝 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 

5/5 日・祝 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院 

5/6 月・休 千葉西総合病院 千葉西総合病院 東葛クリニック病院 

5/7 火 新東京病院 市立総合医療センター 新松戸中央総合病院   

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。 

②夜間（18時～23時）夜間小児急病センター 
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 


	�発行／松戸市　　お問い合わせ　 TEL047－366－7320�FAX047－362－6162
	スライド番号 2

