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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。

残暑でも油断せずに熱中症予防を心掛けましょう！

エアコンを使う、状況に応じてマスクを外す、こまめな水分補給、日頃から健康

管理を行うなどして、熱中症予防に努めましょう。

※意識がおかしい・自分で水分がとれない場合は、ためらわずに
救急車を呼びましょう。

9月2日㈬～9月8日㈫に市内で 9人が救急搬送されました（速報値）

問：消防局救急課☎047-363-1145

新型コロナウイルス感染症市内居住患者の発生状況（9月8日現在）

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25例確認されました。

20代、40代、50代の感染が増加傾向にあり、感染経路不明者数が約半数です。
症状がなくても飛沫で感染する可能性があるので、十分に注意しましょう！ ※感染者数な
どの詳細は市ホームページをご覧ください。

人
9月2～8日

千葉県発表分 感染者25 累計 感染者 人323
うち無症状病原体保有者 38人

世代
10代2人、 20代4人、30代1人、40代5人
50代7人、70代1人、80代5人

【9月2日～9月8日の感染者数の推移】

接触歴あり

感染経路不明

人16

人9

問健康福祉政策課☎047-704-0055



表は水曜日
朝更新

P.2 ニュース

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

9/13 日

内科 青木内科 古ヶ崎2-3245 047-364-1681

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

皮膚科 八柱皮膚科 金ケ作27-9 フミヤビル3階 047-311-7177

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

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

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

9/  9 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

9/10 木 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

9/11 金 新東京病院 市立総合医療センター 千葉西総合病院

9/12 土 千葉西総合病院 千葉西総合病院 五香病院

9/13 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

9/14 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 山本病院

9/15 火 新東京病院 市立総合医療センター 東葛クリニック病院

9/16 水 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 新東京病院
※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

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 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号
9/12 土

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
9/13 日

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。

個人向け

新型コロナウイルス感染症 総合相談窓口

事業者向け（要予約）

会場：松戸商工会議所会館2階（松戸駅下車） 申込：電話で同会議所☎047-364-3111へ※8月以降も実施します。

10時～16時（土・日曜、祝・休日を除く）

事業者向け売上回復相談（県よろず支援相談・要予約） 月曜10時～16時

平日9時～16時（一人30分程度、市役所開庁日のみ）

会場：市役所本館2階大会議室（電話予約者優先）電話相談・来庁予約：電話で松戸市新型コロナウイルス感染症相談ダイ
ヤル☎0120-415-111（音声ダイヤル5を選択）へ メール相談✉mccoronasoudan@city.matsudo.chiba.jp

会場：松戸商工会議所会館2階（松戸駅下車） 申込：商工振興課☎047-711-6377

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 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

9/13 日

内科 青木内科 古ヶ崎2-3245 047-364-1681

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

皮膚科 八柱皮膚科 金ケ作27-9 フミヤビル3階 047-311-7177

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

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

9/  9 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

9/10 木 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

9/11 金 新東京病院 市立総合医療センター 千葉西総合病院

9/12 土 千葉西総合病院 千葉西総合病院 五香病院

9/13 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

9/14 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 山本病院

9/15 火 新東京病院 市立総合医療センター 東葛クリニック病院

9/16 水 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 新東京病院

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

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 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

9/12 土
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

9/13 日

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。
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