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水曜日が休日の場合は翌開庁日発行 

Weekly Matsudo News 

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 

 
※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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 年末年始の医療機関のご案内 問：地域医療課☎047-366-7771 

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 

12/29 日 

内科 丹野内科・循環器科 本町12-15 パップス松戸ビル501 047-308-2830 

内科 津田内科クリニック 八ケ崎7-32-11 プチモンド八ヶ崎1-A 047-312-1971 

整形外科 八柱みどりの整形外科 日暮1-17-1 047-312-8877 

12/30 月 

内科 
新松戸内科・糖尿病こばやし
クリニック 

新松戸4-141-2 047-340-5558 

内科 さくら通り内科・大島 常盤平5-14-25 中山ビル1F 047-394-7955 

耳鼻咽喉科 エマオ耳鼻科医院 稔台1-10-11 047-368-0731 

12/31 火 

内科・小児科 三矢小台内科クリニック 三矢小台１－２－２ 047-362-4383 

内科 牧の原クリニック 牧の原2-48-5 047-389-8311 

眼科 かとれあ眼科 松戸1181 アトレ松戸5F 047-362-1191 

1/1 祝 

内科 竹下医院 古ケ崎2-3188-8 047-363-6286 

内科 染谷医院 新松戸5-157 047-330-5151 

泌尿器科 大塚医院 日暮5-210 047-384-2323 

1/2 木 

内科・小児科 小関内科医院 二十世紀が丘戸山町113 047-391-1473 

内科 三井クリニック 日暮1-16-1 RG八柱ビル3F 047-392-1013 

眼科 かとれあ眼科 松戸1181 アトレ松戸5F 047-362-1191 

1/3 金 

内科 若林胃腸科クリニック 二十世紀が丘丸山町50-1 047-391-8877 

内科 タカハシクリニック 幸田2-72 047-394-2211 

眼科 眼科馬橋医院 西馬橋幸町81 047-340-2340 

1/5 日 

内科 栗原医院 根本453 047-362-3105 

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 稔台整形外科クリニック 稔台1-12-11 林ビル1F105号 047-366-1585 

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 

ニュース 

 

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 
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 和名ケ谷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         

※各日の担当待機病院は次のページ 
 

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。 



表は水曜日
朝 更新 

P.2 ニュース 

  年末年始の医療機関のご案内 問：地域医療課☎047-366-7771 
待機病院担当表 ※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       

12/25 水 東葛クリニック病院 市立総合医療センター 新松戸中央総合病院 

12/26 木 千葉西総合病院 千葉西総合病院 五香病院 

12/27 金 千葉西総合病院 千葉西総合病院 東葛クリニック病院 

12/28 土 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       

12/29 日 
千葉西総合病院 千葉西総合病院 

新東京病院 
      

新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院       

12/30 月 
千葉西総合病院 

千葉西総合病院 東葛クリニック病院 
      

新東京病院 

12/31 火 
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 
新東京病院 

1/1 祝 
千葉西総合病院 千葉西総合病院 

新東京病院 
新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 

1/2 木 
東葛クリニック病院 

千葉西総合病院 千葉西総合病院 
新東京病院 

1/3 金 
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 

1/4 土 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 五香病院 

1/5 日 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院 

1/6 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 東葛クリニック病院 

1/7 火 新東京病院 市立総合医療センター 千葉西総合病院 

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 

12/29 日 

山本歯科医院 串崎南町26 047-389-8841 

明石歯科医院 本町19-16 松戸ウエストビル3F 047-365-3712 

くろかわ歯科 新松戸7-162-12 047-340-4618 

12/30 月 

ライズデンタルクリニック 松飛台29-3 047-393-8181 

小泉歯科医院 松戸2058 047-365-2233 

あんびる歯科医院 馬橋105 047-340-0144 

12/31 火 

宮嶋歯科医院 五香南1-14-5 047-387-0068 

平山歯科 松戸1178 小松ビル4F 047-367-9631 

きよしヶ丘歯科診療所 小金きよしが丘1-13-9 047-343-6862 

1/1 祝 

Ｕ歯科医院 五香西2-35-1 047-385-5373 

大塚歯科医院 松戸1019 047-366-2679 

かねまる歯科医院 西馬橋蔵元町76 047-343-5577 

1/2 木 

ふま歯科医院 六高台8-146-18 047-383-0600 

松下歯科医院 日暮6-103 047-311-1187 

小谷歯科医院 新松戸3-141 047-345-2815 

1/3 金 

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 

たけだ歯科クリニック 松戸1281-1 047-366-8887 

大谷口歯科クリニック 大谷口383-13 047-348-8841 

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 

12/28～1/5 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ケ花45-53衛生会館２階 047-365-3430 

 
 市内の大気環境情報について 問：環境保全課☎047-366-7337 

 松戸市では、「光化学スモッグの注意報等」および「微小粒
子状物質(PM2.5)の注意喚起」の周知を防災無線・安全安心
メール・公式ツイッター等で行います。 
 また、千葉県は毎日の大気環境情報を公開しています。 
 右記サービスにて情報を受信できますのでご利用ください。 

ちば大気環境 
メール 

松戸市 
安全安心メール 

千葉県 
大気環境情報 

松戸市 
公式Twitter 
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