
No. 施設名 所在地 電話番号 土曜 日曜 祝日

1 久地さとう医院 川崎市高津区宇奈根637-5 850-9925 〇

2 木暮クリニック 川崎市高津区下作延2-4-3 870-7710 〇

3 武井クリニック 川崎市高津区下作延2-7-26 ｼﾃｨｰﾌｫｰﾗﾑ溝ノ口101号 861-0950 〇 〇

4 渡辺クリニック 川崎市高津区下作延2-9-10 865-3450 〇

5 国島医院 川崎市高津区下作延3-22-7 877-3871 〇 〇

6 おうちのドクター梶ヶ谷 川崎市高津区下作延3-3-10 ｽﾙﾊﾞﾘｴ梶ヶ谷 789-8343

7 長瀬クリニック 川崎市高津区下作延3-3-10 ｽﾙﾊﾞﾘｴ梶ヶ谷2F 870-5225 〇

8 津田山クリニック 川崎市高津区下作延6-4-1 850-8424 〇

9 かたおか小児科クリニック 川崎市高津区梶ケ谷3-7-28-101 860-1101 〇

10 あおば内科クリニック 川崎市高津区梶ケ谷6-2-8 865-8855 〇

11 久地診療所 川崎市高津区久地4-19-8 811-7771 〇

12 内田内科 川崎市高津区久地4-24-30 ｸﾞﾘｰﾝｽｸｴｱ1F 833-0140 〇

13 もぎたて耳鼻咽喉科 川崎市高津区久本1-2-5 関口第一ﾋﾞﾙ4階401 865-4187 〇

14 つるや内科クリニック 川崎市高津区久本1-6-5 871-0814 〇

15 溝の口慶友クリニック 川崎市高津区久本3-1-31　U-LAND溝ノ口ﾋﾞﾙ4F 850-8080

16 みぞのくちファミリークリニック 川崎市高津区久本3-14-1-1F 829-1002 〇

17 おかの小児科・アレルギー科 川崎市高津区久本3-2-1 ｳｪﾙﾀﾜｰ1F 829-2272 〇

18 豊田クリニック 川崎市高津区久本3-2-3 ｳﾞｪﾙﾋﾞｭｰ溝の口 850-3334

19 レディースクリニック溝の口 川崎市高津区久本3-3-3　ｻﾞ･344ﾋﾞﾙ203 811-1014 〇

20 廣津医院 川崎市高津区久本3-6-1-212 822-1933

21 伊藤医院 川崎市高津区久末1894 766-9335 〇

22 渡部産婦人科医院 川崎市高津区久末1933 766-5632

23 森クリニック 川崎市高津区久末9-1 740-6300 〇

24 溝の口クリニック 川崎市高津区溝口1-12-20 ｳｴｽﾄｷｬﾆｵﾝﾋﾞﾙⅡ2F 833-8001 〇

25 洲之内内科 川崎市高津区溝口1-13-16-102 820-1781 〇

26 総合高津中央病院 川崎市高津区溝口1-16-7 822-6121 〇

27 ふじクリニック 川崎市高津区溝口1-8-6 850-8383 〇

28 鈴木医院 川崎市高津区溝口2-18-46 822-3065 〇

29 優ウィメンズクリニック 川崎市高津区溝口3-7-1　ﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ4F 850-8341

30 えがおの森こどもアレルギークリニック 川崎市高津区溝口3-7-11 455-5933 〇

31 高津駅前はら内科ハートクリニック 川崎市高津区溝口3-7-11 3F 712-5722 〇

32 ひっぽこどもアレルギークリニック 川崎市高津区溝口5-24-8 ライフ溝口店2Ｆ 299-8320

33 三輪内科おなかクリニック 川崎市高津区溝口5-24-8　ライフ溝口店2Ｆ 328-5861

34 坂戸診療所 川崎市高津区坂戸1-6-18 822-2710 〇

35 溝の口胃腸科・内科クリニック 川崎市高津区坂戸1-6-20 ﾊｲﾗﾝﾄﾞ・ﾍﾞｲ溝の口1F 850-0330 〇

36 ＫＳＰクリニック 川崎市高津区坂戸3-2-1 KSPﾋﾞﾙ西503 829-1153 〇

37 しまむらクリニック 川崎市高津区子母口497-2 子母口ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ1F 788-0008 〇 〇

38 かわかみ小児科クリニック 川崎市高津区子母口497-2 子母口ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ2F 740-8822 〇 〇

39 山本医院 川崎市高津区子母口728-4 755-1532 〇

40 にし医院 川崎市高津区上作延1-20-20 877-0789 〇

風しん対策事業協力医療機関（高津区）

※ 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 田園都市溝の口つつじ内科クリニック 川崎市高津区新作3-1-4 860-3101

42 片倉病院 川崎市高津区新作4-11-16 866-2151 〇

43 新城・新作こどもクリニック 川崎市高津区新作4-12-6 FMﾋﾞﾙ2F 888-2525

44 二子新地ひかりこどもクリニック 川崎市高津区諏訪1-3-15 FMﾌﾗｯﾄ1F 844-9058

45 いずみ泌尿器科皮フ科 川崎市高津区千年301-1 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺｽﾓ千歳203 751-7100 〇

46 千年ファミリークリニック 川崎市高津区千年637-4 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｩｰﾙﾁﾄｾ1階 753-0708

47 ハタカズコ婦人クリニック 川崎市高津区千年新町28-9 766-6263 〇

48 千年診療所 川崎市高津区千年新町29-5 766-2885 〇

49 福西内科クリニック 川崎市高津区東野川1-7-9 ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｱ野川2F 752-2011 〇 〇

50 ゆめこどもクリニック 川崎市高津区東野川2-36-4 久末ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞB棟2F 751-9995 〇

51 二子クリニック 川崎市高津区二子1-11-15 812-1717 〇

52 高津内科クリニック 川崎市高津区二子3-33-20 829-3075 〇

53 窪田医院 川崎市高津区二子5-10-1 822-3212 〇

54 帝京大学医学部附属溝口病院 川崎市高津区二子5-1-1 844-3333 〇

55 はっとりファミリークリニック 川崎市高津区北見方2-16-1 高津ゆうあいﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1F 455-7341 〇 〇

56 梶ヶ谷クリニック 川崎市高津区末長1-23-17 梶ヶ谷Jﾋﾞﾙ1F 877-0608 〇

57 そめや内科クリニック 川崎市高津区末長1-45-1 秋本ﾋﾞﾙ1階 712-3366 〇

58 梶が谷駅前内科クリニック 川崎市高津区末長1-9-1　スタイリオ梶が谷ＭＡＬＬ6Ｆ 872-8452

59 Sunnyこどもクリニック 川崎市高津区末長1-9-1 ｽﾀｲﾘｵ梶が谷ﾓｰﾙ7F 870-3210

60 アクアこどもクリニック 川崎市高津区末長2-10-18 982-3575 〇

61 福住医院 川崎市高津区末長3-12-3 888-1161 〇 〇
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