風しん対策事業協力医療機関（麻生区）
※ 土曜・日曜・祝日の診療についてはインターネットサイト「かわさきのお医者さん」をもとに作成しています。
実際の診療日とは異なることがありますので、詳細は各医療機関にお問い合わせください。
施設名
郵便番号
所在地
百合が丘すみれクリニック
215-0001 川崎市麻生区細山2-8-7-1F
はるひ野内科クリニック
215-0036 川崎市麻生区はるひ野4-4-1 はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞA棟-1F
いばらきレディースクリニック
215-0036 川崎市麻生区はるひ野4-4-1 はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞC棟-2F
ニコニコこどもクリニック
215-0036 川崎市麻生区はるひ野4-4-1 はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞC棟-1F
たま日吉台病院
215-0013 川崎市麻生区王禅寺1105
王禅寺公園クリニック
215-0017 川崎市麻生区王禅寺西3-27-7
新ゆり内科
215-0017 川崎市麻生区王禅寺西4-3-8
ごみぶちクリニック
215-0017 川崎市麻生区王禅寺西5-1-30 1階B
藤木内科医院
215-0018 川崎市麻生区王禅寺東1-9-3
岡崎医院
215-0018 川崎市麻生区王禅寺東2-13-1
ミオ医院
215-0018 川崎市麻生区王禅寺東5-1-5
ゆうクリニック
215-0018 川崎市麻生区王禅寺東5-2-9
池内クリニック
215-0031 川崎市麻生区栗平2-1-6 小田急マルシェ栗平1F
栗木台かわぐちクリニック
215-0032 川崎市麻生区栗木台1-2-3
塚本医院
215-0032 川崎市麻生区栗木台2-15-5
新百合ヶ丘龍クリニック
215-0026 川崎市麻生区古沢7
新百合ヶ丘総合病院
215-0026 川崎市麻生区古沢都古255
新百合ヶ丘ステーションクリニック
215-0021 川崎市麻生区上麻生1-20-1 小田急ｱｺﾙﾃﾞ新百合ヶ丘5F
新ゆり大塚レディースクリニック
215-0021 川崎市麻生区上麻生1-3-4 WAKAﾋﾞﾙ6F
新ゆり整形外科
215-0021 川崎市麻生区上麻生1-3-5
新百合ヶ丘石田クリニック
215-0021 川崎市麻生区上麻生1-5-2 小田急新百合ヶ丘ﾋﾞﾙ4階
小林内科医院
215-0021 川崎市麻生区上麻生1-9-10
あさお診療所
215-0021 川崎市麻生区上麻生2-1-10
上麻生内科
215-0021 川崎市麻生区上麻生2-11-21
渡辺内科消化器科医院
215-0021 川崎市麻生区上麻生4-34-5
柿生すずき内科循環器内科
215-0021 川崎市麻生区上麻生5-23-6
柿生内科クリニック
215-0021 川崎市麻生区上麻生5-38-10
ユミカ内科小児科ファミリークリニック
215-0021 川崎市麻生区上麻生5-40-1
芥川バースクリニック
215-0021 川崎市麻生区上麻生5-47-1
ともクリニック
215-0021 川崎市麻生区上麻生5-6-8
麻生リハビリ総合病院
215-0021 川崎市麻生区上麻生6-23-50
麻生総合病院
215-0021 川崎市麻生区上麻生6-25-1
かきお駅前さいとうクリニック
215-0021 川崎市麻生区上麻生6-39-35
みぞぶちクリニック
215-0021 川崎市麻生区上麻生6-9-2 ﾋﾟｱｼﾃｨ晃和1F
渡辺クリニック
215-0021 川崎市麻生区上麻生7-22-11
おばた小児クリニック
215-0005 川崎市麻生区千代ケ丘4-18-12 ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ1-A
嶋﨑内科医院
215-0005 川崎市麻生区千代ケ丘8-1-1-202
みねき内科クリニック
215-0012 川崎市麻生区東百合丘2-29-10
玉川内科クリニック
215-0014 川崎市麻生区白山4-1-1-119
すこやかこどもクリニック
215-0024 川崎市麻生区白鳥3-5-2 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞ白鳥1-B
井上医院
215-0024 川崎市麻生区白鳥3-6-12
百合丘外科産婦人科
215-0011 川崎市麻生区百合丘1-14-6
百合ヶ丘診療所
215-0011 川崎市麻生区百合丘1-16-12 ｻﾝﾗﾌﾚ百合ヶ丘8-101
百合丘水野クリニック
215-0011 川崎市麻生区百合丘1-16-22
ふるたクリニック
215-0011 川崎市麻生区百合丘1-19-2 司生堂ﾋﾞﾙ1階
内田医院
215-0011 川崎市麻生区百合丘1-2-1
光永医院
215-0011 川崎市麻生区百合丘1-2-2
しもやまこどもクリニック
215-0011 川崎市麻生区百合丘1-5-4 米山ﾋﾞﾙ1F
あさひファミリークリニック
215-0011 川崎市麻生区百合丘2-16-6
川崎田園都市病院
215-0023 川崎市麻生区片平1782
きむら内科クリニック
215-0023 川崎市麻生区片平5-24-15
池内クリニック新百合ヶ丘内科・消化器内科 215-0004 川崎市麻生区万福寺1-1-2 新百合ヶ丘駅前ビル4F 405
あさおクリニック
215-0004 川崎市麻生区万福寺1-8-10
新ゆりクリニック
215-0004 川崎市麻生区万福寺1-8-7 ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘101
光中央診療所
215-0004 川崎市麻生区万福寺1-8-7 ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘1-103
新ゆり山手通りこどもクリニック
215-0004 川崎市麻生区万福寺6-7-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ2階
新百合山手福本内科
215-0004 川崎市麻生区万福寺6-7-2 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ206

電話番号 土曜 日曜 祝日
966-2538
981-0733 ○
981-0086
981-0016 ○
955-8220 ○
712-5201
969-3001 ○
959-3708 ○
966-0107 ○
966-8881 ○
986-5646 ○
986-1161
981-3330 ○
980-1516 ○
987-8531 ○
955-7231 ○
322-9991 ○
966-1855
951-0090 ○
955-1154 ○
959-3105 ○
951-0666 ○
○
951-3940 ○
951-9909
969-0139 ○
988-5577 ○
981-3338 ○
981-0227 ○
989-3300 ○
988-0317 ○
981-6878 ○
987-2522 ○
455-7079 ○
○
980-0881 ○
986-1001 ○
951-3390 ○
951-0630
966-0765 ○
980-5531 ○
981-3206 ○
987-1875 ○
966-2596 ○
○
328-5998 ○
712-2332
959-5116
966-5272 ○
966-2349 ○
959-0041
966-2743
988-1118
981-6617 ○
455-6630
955-9126 ○
955-0661 ○
955-1955 ○
281-3271 ○
955-8877

