
No. 施設名 所在地 電話番号 土曜 日曜 祝日

1 さかもと内科クリニック 川崎市中原区井田1-36-3 740-5511 〇

2 川崎市立井田病院 川崎市中原区井田2-27-1 766-2188

3 ほしおか内科・消化器内科クリニック 川崎市中原区井田三舞町3-5 755-5110

4 中島クリニック 川崎市中原区井田中ノ町8-36 751-2126 〇

5 上杉クリニック 川崎市中原区下小田中1-15-33 766-7171 〇

6 中原こどもクリニック 川崎市中原区下小田中1-1-6 ﾐﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾀﾝ3e 1F 753-1172 〇

7 たかはし内科 川崎市中原区下小田中1-3-6 JOJﾋﾞﾙ1F 740-2717 〇

8 神保内科クリニック 川崎市中原区下小田中2-1-31 中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F 753-2281 〇

9 むさし整形外科 川崎市中原区下小田中2-1-31 中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F 797-6221 〇

10 山高クリニック 川崎市中原区下小田中2-33-39 750-2323 〇

11 なかはら内科クリニック 川崎市中原区下小田中3-30-3 797-5556

12 すずむらクリニック 川崎市中原区下小田中3-31-1 ﾌｪﾆｯｸｽｺｰﾄ1F 741-2131 〇

13 はぐくみ母子クリニック 川崎市中原区下小田中3-33-5 752-8993

14 わたたに医院 川崎市中原区下沼部1747 411-2806

15 こだま診療所 川崎市中原区下沼部1886　セントラルハイツⅠ　101 589-4600

16 武蔵中原しくらクリニック 川崎市中原区下新城2-1-38 ｷｭｲﾌﾞﾙⅢ101 753-1126 〇

17 宇藤内科医院 川崎市中原区苅宿24-37 411-4463

18 松本クリニック 川崎市中原区丸子通2-441 738-2230 〇

19 ハウズクリニック渡辺内科 川崎市中原区宮内1-8-3 799-0660 〇

20 さかね内科クリニック 川崎市中原区宮内2-12-1 740-7781 〇

21 神田クリニック 川崎市中原区今井上町4-4 ﾊﾙｾﾝ武蔵小杉1F 711-5730 〇

22 たむらクリニック 川崎市中原区今井西町12-14 柳田ﾋﾞﾙ1F 738-3855 〇

23 田口小児科医院 川崎市中原区今井仲町10-18 722-9048 〇

24 清水医院 川崎市中原区今井仲町12-12 722-7369 〇

25 永井レディースクリニック 川崎市中原区今井南町21-35-201　ルミエール南Ⅱ 733-0070 〇

26 さかい医院 川崎市中原区今井南町9-34 711-0081 〇

27 キャップスクリニック武蔵小杉 川崎市中原区市ノ坪449-3　シティタワー武蔵小杉1F 863-9550 〇 〇 〇

28 武蔵小杉おさだ内科 川崎市中原区市ノ坪449-3　シティタワー武蔵小杉2F 789-8630

29 日本医科大学武蔵小杉病院 川崎市中原区小杉町1-383 733-5181 〇

30 塚原クリニック 川崎市中原区小杉町1-529 STEPS-3 1F 738-1616 〇

31 柴﨑整形外科 川崎市中原区小杉町1-529-15 711-0120 〇

32 のなみクリニック 川崎市中原区小杉町1-547-83 711-2555

33 コスギコモンズクリニック 川崎市中原区小杉町2-228-1 W3 722-5550

34 武蔵小杉森のこどもクリニック小児科・皮膚科
川崎市中原区小杉町2-228-1 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ武蔵小杉ｻﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾀﾜｰｽﾞｳｴｽ
ﾄ1F

739-0888 〇

35 はなまるクリニック 川崎市中原区小杉町2-313　ポン・ルテェール小杉1階 711-2870

36 むらた内科クリニック 川崎市中原区小杉町3-1501 ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟1階 733-0707 〇

37 こすぎレディースクリニック 川崎市中原区小杉町3-1501-1 ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟305B 543-9181

38 ひまわり小児科 川崎市中原区小杉町3-1501-1 ｾﾝﾄｱ武蔵小杉A棟3F 711-0151

39 こすぎ皮ふ科 川崎市中原区小杉町3-432尾村ビル1階・2階 711-9009 〇

40 加藤順クリニック 川崎市中原区小杉町3-441-1 ｴﾝﾄﾋﾟｱ安藤2F 272-7201 〇 〇

風しん対策事業協力医療機関（中原区）

※ 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。
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41 とまり木ウィメンズクリニック武蔵小杉 川崎市中原区小杉町3-441-1 ﾍﾞﾙ・ｸﾚｰﾙ武蔵小杉2F 711-1100

42 さとうクリニック 川崎市中原区小杉町3-8-6 サンケンビル1F 722-6061 〇

43 あむろ内科クリニック 川崎市中原区上丸子八幡町796 430-5520 〇

44 おくせ医院 川崎市中原区上小田中1-26-1 ﾊｲﾑﾁｪﾘｰB101 751-1575 〇

45 しまだ小児クリニック 川崎市中原区上小田中2-42-22 ｽﾀｰﾈｽﾄ1F 777-7411 〇

46 だんのうえ眼科クリニック 川崎市中原区上小田中3-23-34　メディ中原ビル3F 777-7700 〇

47 ポプラメディカルクリニック 川崎市中原区上小田中3-29-2 ｻﾞ･ｸﾚｽﾄｼﾃｨﾊﾟｰｸｺｰﾄ1F 751-8808

48 富士通クリニック 川崎市中原区上小田中4-1-1 754-2051

49 つちや内科・循環器内科 川崎市中原区上小田中5-2-7 ｸﾚｼｱ武蔵中原1F 750-2505 〇

50 はらクリニック 川崎市中原区上小田中6-26-3 2F 281-0117

51 やまだ内科クリニック 川崎市中原区上新城1-2-28-201 740-1313 〇

52 はる内視鏡クリニック 川崎市中原区上新城2-11-25  3F 752-0011

53 新城女性のクリニック 川崎市中原区上新城2-11-29 4階 872-8120

54 うちだこどもクリニック 川崎市中原区上新城2-14-23 ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽｽｸｴｱ武蔵新城1F 750-3030 〇

55 おばな内科クリニック 川崎市中原区上新城2-4-8 753-1003 〇

56 山出内科 川崎市中原区新丸子町727-1 722-9007 〇

57 えじり子供クリニック 川崎市中原区新丸子町734-1 ｱﾍﾞﾆｵ新丸子1F 711-3040 〇

58 山口外科 川崎市中原区新丸子町745-3 733-4874 〇

59 荒田内科クリニック 川崎市中原区新丸子町747 ｸﾞﾗﾝｲｰｻ新丸子Ⅱ1F 739-5500

60 新丸子皮フ科・アレルギー科クリニック 川崎市中原区新丸子町748 1F 733-9922 〇

61 前田医院 川崎市中原区新丸子町765 722-3750

62 田中内科クリニック 川崎市中原区新丸子東1-774 434-2211 〇

63 渡辺こども診療所 川崎市中原区新丸子東1-788 431-1415 〇

64 サンマルコクリニック 川崎市中原区新丸子東1-825-7-2F 433-3005

65 ヒロクリニック 川崎市中原区新丸子東1-826 1F 433-0111

66 こすぎ駅前クリニック 川崎市中原区新丸子東2-925 白誠ﾋﾞﾙ1F 431-8833 〇

67 さくらクリニック武蔵小杉内科・小児科 川崎市中原区新丸子東3-1100-14 ﾌｰﾃﾞｨｱﾑ武蔵小杉2F 750-0303

68 どうどう小児科・アレルギー科 川崎市中原区新丸子東3-1302 ららﾃﾗｽ武蔵小杉4F 411-1177 〇

69 むさし小杉内科クリニック 川崎市中原区新丸子東3-1302 ららﾃﾗｽ武蔵小杉4階 430-4159 〇 〇

70 武蔵小杉レディースクリニック 川崎市中原区新丸子東3-1302 ららﾃﾗｽ武蔵小杉4階452号 982-9203

71 武蔵小杉ハートクリニック 川崎市中原区新丸子東3-946-3 MKﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ1F 872-9876

72 京浜総合病院 川崎市中原区新城1-2-5 777-3251 〇

73 宮崎医院 川崎市中原区新城3-13-8 766-4205 〇

74 春原内科クリニック 川崎市中原区新城3-2-13 741-3010 〇

75 中島医院 川崎市中原区新城3-5-1 766-3770 〇

76 回生医院 川崎市中原区新城中町2-10 777-3772 〇

77 野口クリニック 川崎市中原区西加瀬16-10 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽ元住吉 431-3303 〇

78 わかば子供クリニック 川崎市中原区西加瀬17-8 ｴｸｾﾚﾝﾄﾋﾞｭｰ元住吉1F 411-3108 〇 〇

79 小杉内科ファミリークリニック 川崎市中原区中丸子13-21 LROCKSビル2F 789-5444 〇

80 亀谷内科クリニック 川崎市中原区中丸子361 411-0011 〇
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81 平間クリニック 川崎市中原区中丸子589-11 431-0802 〇

82 菊岡内科医院 川崎市中原区田尻町35 511-2785 〇

83 二宮内科小児科クリニック 川崎市中原区北谷町693 541-0456 〇

84 元住吉こころみクリニック 川崎市中原区木月1-28-5 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD元住吉3F 789-8881

85 元住吉レディースクリニック 川崎市中原区木月1-30-17 411-4013 〇

86 豊﨑医院 川崎市中原区木月1-31-10 411-3493 〇

87 もとすみ内科・胃腸内科クリニック 川崎市中原区木月1-33-15 434-2525

88 元住吉くろさき呼吸器内科クリニック 川崎市中原区木月1-33-15 434-1201 〇

89 宮尾クリニック 川崎市中原区木月1-6-14 411-2200 〇

90 元住吉クリニック 川崎市中原区木月2-12-18 422-4077

91 北村医院 川崎市中原区木月2-14-6 411-3824 〇

92 みやぎ内科クリニック 川崎市中原区木月3-25-10 430-3141 〇

93 住吉診療所 川崎市中原区木月3-7-3 411-8605 〇

94 関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町1-1 411-3131

95 澤口内科クリニック 川崎市中原区木月祗園町14-16 ｸﾞﾗﾝﾘﾋﾞｵ元住吉116 431-0717 〇

96 久保田クリニック 川崎市中原区木月祗園町15-1 431-1238 〇
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