
No. 施設名 所在地 電話番号 土曜 日曜 祝日

1 宮前平グリーンハイツ診療所 川崎市宮前区けやき平1-16-209 877-6067 〇

2 ふたば内科眼科糖尿病クリニック 川崎市宮前区宮崎2-10-2-2階 888-0077 〇

3 さくら坂やまだ耳鼻咽喉科 川崎市宮前区宮崎2-10-2-3F 888-8800

4 たかはしクリニック 川崎市宮前区宮崎2-13-1 ﾄﾞﾝｼﾞｮﾝ宮崎台1F 860-1555 〇

5 ニコットこどもクリニック 川崎市宮前区宮崎2-9-3 ﾒｿﾞﾝ・ﾄﾞ･ﾊﾞｯﾊ1階 866-1100 〇 〇 〇

6 宮崎台クリニック 川崎市宮前区宮崎3-14-23 855-6535 〇

7 もぎ循環器科内科医院 川崎市宮前区宮崎5-14-19 888-0066 〇

8 いのうえクリニック 川崎市宮前区宮崎5-14-2 870-4152 〇

9 宮前つばさクリニック 川崎市宮前区宮崎6-9-5 東急宮前平ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸ2F 871-5011 〇

10 根岸耳鼻咽喉科医院 川崎市宮前区宮前平2-1-5 877-0914 〇

11 宮前平内科クリニック 川崎市宮前区宮前平2-15-2 860-4119 〇

12 クリニックのびのびキッズピア 川崎市宮前区宮前平2-15-3 ﾀﾞｲﾁﾋﾞﾙ201 281-8226 〇

13 Ｋ-クリニック 川崎市宮前区宮前平2-1-6 854-9929 〇

14 福島内科医院 川崎市宮前区宮前平2-19-9 854-2750 〇

15 神奈川ひまわりクリニック 川崎市宮前区宮前平3-3-26 853-7001 〇

16 たかはしメモリークリニック 川崎市宮前区犬蔵2-7-1 978-1220

17 五所塚診療所 川崎市宮前区五所塚1-21-4 911-6705 〇

18 春待坂ハートクリニック 川崎市宮前区鷺沼1-18-10 948-7676 〇

19 キッズクリニック鷺沼 川崎市宮前区鷺沼1-18-10ﾌﾚﾝﾄﾞﾍﾞｰｽ3F 865-3325

20 田園都市クリニック 川崎市宮前区鷺沼1-22-7 ｶｰｻｴｽﾃﾚｰﾔ1F 888-9899 〇

21 さぎぬま一丁目クリニック 川崎市宮前区鷺沼1-24-4 855-3355 〇

22 こにしクリニック 川崎市宮前区鷺沼1-3-13 888-0015

23 丸田クリニック 川崎市宮前区鷺沼3-4-5 866-0088

24 原クリニック 川崎市宮前区鷺沼4-10-5 854-9133 〇

25 鷺沼透光診療所 川崎市宮前区小台1-20-1 ｱﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ601･602号室 860-5100 〇

26 菊岡医院 川崎市宮前区小台2-22-7 855-5692

27 川崎宮前平とくえ内科循環器内科クリニック 川崎市宮前区小台2-5-1-301 877-8108

28 宮前平健栄クリニック 川崎市宮前区小台2-5-2 宮前平ﾊｲﾂ2F 888-6600 〇

29 東方医院 川崎市宮前区小台2-6-2 ﾗﾎﾟｰﾙ宮前平3F 888-2137 〇

30 くりう内科クリニック 川崎市宮前区神木2-2-1 宮崎台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞA-2 862-7272 〇

31 小林外科胃腸科 川崎市宮前区神木本町2-2-17 877-3006 〇

32 北部市場クリニック 川崎市宮前区水沢1-1-1 川崎市中央卸売市場北部市場管理棟内 975-2810 〇

33 聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生2-16-1 977-8111

34 あおやぎ内科循環器クリニック 川崎市宮前区菅生2-1-9 978-5561 〇

35 村上循環器科内科皮膚科 川崎市宮前区西野川1-4-16 野川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F 788-8586

36 こども元気！内科クリニック 川崎市宮前区西野川1-4-17 740-3456 〇 〇 〇

37 潮見台植木クリニック 川崎市宮前区潮見台6-7 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ潮見台103 976-9111 〇

38 すずか小児科・皮ふ科クリニック 川崎市宮前区土橋1-21-11 ﾋﾞﾙ・ﾍﾞﾙﾃﾞｨｱ2F 852-7261 〇

39 やがわ内科・消化器内科 川崎市宮前区土橋1-21-11 ﾋﾞﾙﾍﾞﾙﾃﾞｨｱ1F 873-7530

40 宮前平医院 川崎市宮前区土橋2-1-30 854-1131 〇 〇

風しん対策事業協力医療機関（宮前区）

※ 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 むとう小児科クリニック 川崎市宮前区土橋3-2-17 855-1543 〇

42 さぎぬま髙橋内科クリニック 川崎市宮前区土橋3-3-1 870-0871 〇

43 河野医院 川崎市宮前区土橋3-3-4 854-3665 〇

44 みよしこどもクリニック 川崎市宮前区土橋6-15-1 宮前平ﾊﾟｰﾑﾊｳｽB-115 855-5711 〇

45 森島小児科内科クリニック 川崎市宮前区東有馬3-15-10 877-9090

46 きたじま内科・脳神経クリニック 川崎市宮前区東有馬5-1-2 750-0700 〇

47 本村医院 川崎市宮前区東有馬5-24-1 870-0233

48 みやびクリニック 川崎市宮前区南平台3-17 978-1765 〇

49 鎌田クリニック南平台 川崎市宮前区南平台3-30 750-9493

50 佐治医院 川崎市宮前区南野川3-6-2 766-2525 〇 〇

51 川原小児科 川崎市宮前区馬絹1-1-41 861-6356 〇

52 大野医院 川崎市宮前区馬絹3-8-34 866-6259

53 かねこクリニック 川崎市宮前区馬絹4-4-13 854-1611 〇

54 小野田医院 川崎市宮前区馬絹6-22-14　第一ケーエービル 854-8821 〇

55 山本内科クリニック 川崎市宮前区白幡台1-9-10 977-7688 〇

56 おおたけファミリークリニック 川崎市宮前区平1-1-4 平橋ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ2F 862-6225 〇

57 鎌田クリニック 川崎市宮前区平2-11-3 YOUﾋﾞﾙ1F 870-8081

58 いしだ内科外科クリニック 川崎市宮前区平4-4-1 948-7461

59 野川クリニック 川崎市宮前区野川台1-21-15 777-4941

60 風の道クリニック 川崎市宮前区野川台3-7-1 754-1733

61 馬目整形外科・内科クリニック 川崎市宮前区野川本町1-3-1 741-3601 〇

62 好生堂医院 川崎市宮前区野川本町2-2-10 766-7539

63 鷺沼診療所 川崎市宮前区有馬1-22-16 855-9977 〇

64 有馬病院 川崎市宮前区有馬3-10-7 866-3315 〇

65 なないろこどもとアレルギーのクリニック 川崎市宮前区有馬5-17-21 855-7337

66 さがらクリニック 川崎市宮前区有馬5-19-7-201 888-1171
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