川崎市指定小児慢性特定疾病医療機関一覧【病院・診療所】
指定医療機関（令和３年６月時点）
名称

所在地

1 ベイクリニック

川崎区本町1-8-2トラストビル３F

2 ナビタスクリニック川崎

川崎区駅前本町26-1 アトレ川崎8階

3 畑医院

川崎区宮前町5-1

4 総合新川橋病院

川崎区新川通1-15

5 川崎市立川崎病院

川崎区新川通12-1

6 阿部医院

川崎区貝塚1-9-10

7 太田総合病院記念研究所附属診療所

川崎区日進町1 サンスクエア川崎7号棟2F

8 太田総合病院

川崎区日進町1-50

9 野田医院小児科内科眼科

川崎区藤崎1-1-3

10 総合川崎臨港病院

川崎区中島3-13-1

11 港町こどもクリニック

川崎区港町5-2 リヴァリエＢ棟103号

12 大師診療所

川崎区大師町6-8

13 ＡＯＩ国際病院

川崎区田町2-9-1

14 川崎協同病院

川崎区桜本2-1-5

15 森田皮膚科クリニック

川崎区大島5-10-5

16 森田クリニック

川崎区大島5-10-5

17 京町診療所

川崎区京町2-15-6 神和ビル

18 黒坂医院

川崎区京町2-8-17-1F

19 ヨシムラ耳鼻咽喉科医院

川崎区浜町1-7-6

20 悠翔会在宅クリニック川崎

川崎区浜町4-6-19

21 日本鋼管病院

川崎区鋼管通1-2-1

22 こうかんクリニック

川崎区鋼管通1-2-3

23 ミューザ川崎こどもクリニック

幸区大宮町1310 ミューザ川崎２Ｆ

24 中林眼科医院

幸区大宮町15-4 松下ビル1階

25 川崎幸病院

幸区大宮町31-27

26 川崎幸クリニック

幸区南幸町1-27-1

27 森田医院

幸区南幸町3-14

28 第二川崎幸クリニック

幸区都町39-1

29 植村内科医院

幸区戸手本町1-44-5 ステート川崎１階

30 新川崎眼科

幸区新川崎5-2 ｼﾝｶﾓｰﾙ3F

31 医療法人社団新川崎ひたち整形外科

幸区新川崎5-2 シンカモール3F

32 医療法人社団 パークシティクリニック

幸区小倉1-1 パークシティ新川崎クリニック棟217

33 川崎南部在宅診療所

幸区南加瀬2-8-15-1F-B

34 高橋クリニック

幸区北加瀬2-7-20

35 新川崎ふたばクリニック小児科・皮膚科

幸区鹿島田1-4-3 CLASSIMO-BLD.1階

36 はとりクリニック

幸区鹿島田1-8-33 はとりビル3F

37 渡辺こども診療所

中原区新丸子東1-788

38 ひらと眼科

中原区新丸子東3-1135-1 3階

39 サンマルコクリニック

中原区新丸子東1-825-7 長井ビル2F

40 かわいクリニック武蔵小杉

中原区新丸子町767-2 氏橋ビル3階B区画

41

中原区丸子通1-413 ヴィラ新丸子101

医療法人社団楓の風 在宅療養支援クリニックかえでの風かわさき中央

42 わたなべ眼科医院

中原区北谷町45-3 ｱｽﾞﾊｳｽ1F

43 キャップスクリニック武蔵小杉

中原区市ノ坪449-3

44 もくぼ内科クリニック

中原区木月住吉町2-25 エバビル2 4階

45 川崎市立井田病院

中原区井田2-27-1

46 漆原眼科クリニック

中原区井田中ノ町21-11

47 中島クリニック

中原区井田中ノ町8-36

48 上杉クリニック

中原区下小田中1-15-33
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49 医療法人社団ミネルバ なかはら内科クリニック

中原区下小田中3-30-3

50 中原こどもクリニック

中原区下小田中1-1-6 ミルプランタン3e 1階

51 高橋眼科医院

中原区下小田中1-28-17 ハイツ草苑2F

52 新城眼科

中原区新城3−2−13 ラビスタビル3Ｆ

53 中島歯科

中原区新城3-5-1 中島ビル203

54 京浜総合病院

中原区新城1-2-5

55 中島医院

中原区新城3-5-1

56 うちだこどもクリニック

中原区上新城2-14-23 アドヴァンススクエア武蔵新城1F

57 武蔵中原まちいクリニック

中原区上小田中6-23-10

58 しまだ小児クリニック

中原区上小田中2-42-22 スターネスト1F

59 武蔵小杉森のこどもクリニック小児科・皮膚科

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1階

60 聖マリアンナ医科大学東横病院

中原区小杉町3-435

61 医療法人社団 優菜会 さとうクリニック

中原区小杉町３-８-６ サンケンビル1F

62 小杉眼科

中原区小杉町3-441 伊達ビル4F

63 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院

中原区木月住吉町1-1

64 日本医科大学武蔵小杉病院

中原区小杉町1-396

65 ノクティプラザあすなろ眼科

高津区溝口1-4-1 ノクティプラザ2 地下1階

66 田園二子クリニック

高津区溝口2-16-5 アイピー溝の口ビル2Ｆ

67 総合高津中央病院

高津区溝口1-16-7

68 二子新地ひかりこどもクリニック

高津区諏訪1−3−15

69 Ｓｕｎｎｙこどもクリニック

高津区末長1-9-1 7F

70 田園都市溝の口つづじ内科クリニック

高津区新作3-1-4

71 稲毛眼科医院

高津区千年641-7 SKﾋﾞﾙ1階

72 かわかみ小児科クリニック

高津区子母口497-2 子母口クリニックモール2Ｆ

73 久地診療所

高津区久地4-19-8

74 国島医院

高津区下作延3-22-7

75 武井クリニック

高津区下作延2-7-26 シティフォーラム溝ノ口101号

76 北浜こどもクリニック

高津区下作延3-3-10-2F

77 木下耳鼻咽喉科医院

高津区下作延6-5-11

78 帝京大学医学部附属溝口病院

高津区二子5-1-1

79 虎の門病院分院

高津区梶ヶ谷1-3-1

80 こども元気！内科クリニック

宮前区野川3000

81 本村医院

宮前区東有馬5-24-1 1F

82 さぎぬまファミリー歯科

宮前区土橋3-3-1-101

83 むとう小児科クリニック

宮前区土橋3-2-17

84 クリニックのびのびキッズピア

宮前区宮前平2-15-3 ﾀﾞｲﾁﾋﾞﾙ2F

85 神奈川ひまわりクリニック

宮前区宮前平3-3-26

86 津田眼科クリニック

宮前区小台2-6-8

87 潮見台植木クリニック

宮前区潮見台6-7-102・103

88 みやびクリニック

宮前区南平台3-17

89 ふたば内科眼科糖尿病クリニック

宮前区宮崎2-10-2 第二隆祥ビル2F

90 ニコットこどもクリニック

宮前区宮崎2-9-3 1F

91 宮前つばさクリニック

宮前区宮崎6-9-5

92 かねこクリニック

宮前区馬絹4-4-13

93 聖マリアンナ医科大学病院

宮前区菅生2-16-1

94 稲田小児科医院

多摩区菅北浦2-2-24

95 中野島糖尿病クリニック

多摩区中野島3-13-8 中野島駅前メディカルヴィレッジA 2F

96 中野島たきぐち耳鼻咽喉科

多摩区中野島3-13-8 中野島駅前メディカルヴィレッジA101

97 中野島くろかわ眼科

多摩区中野島3-14-37 ステラガーデン102
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98 中野島診療所

多摩区中野島4-9-1

99 えがわ療育クリニック

多摩区登戸2256 Jeune feuillage 1階

100 向ヶ丘ＰＥＤスポーツクリニック

多摩区登戸2141番地

101 すばる診療所

多摩区登戸598-2

102 桜クリニック

多摩区登戸3292 グランシャリオ1階

103 在宅療養支援クリニックかえでの風たま・かわさき

多摩区三田1-8-9 ｸﾞﾚｲｽｲｽﾞﾐ106

104 よつば診療所

多摩区南生田5-24-9 生田テラスハウス

105 南生田レディースクリニック

多摩区南生田7‐20‐21

106 渡辺小児科医院

多摩区栗谷3-1-1-207

107 川崎市立多摩病院

多摩区宿河原1-30-37

108 宿河原津田眼科クリニック

多摩区宿河原3‐12‐7大津医療ビル

109 重症児・者福祉医療施設 ソレイユ川崎

麻生区細山1203

110 みずほ糖尿病内科

麻生区万福寺6-7-2 メディカルモリノビル2F

111 光中央診療所

麻生区万福寺1-8-7 パストラル新百合ヶ丘1-103

112 おばた小児クリニック

麻生区千代ヶ丘4-18-12 スカイプラザ1-A

113 津田眼科

麻生区千代ヶ丘8‐1‐20

114 小林内科医院

麻生区上麻生1-9-10

115 医療法人社団 充和会 たくこどもクリニック

麻生区上麻生5-6-18 泰平ﾋﾞﾙ柿生201

116 こにし・もりざね眼科

麻生区上麻生1-3-2 壱番舘ﾋﾞﾙ7F

117 柿生内科クリニック

麻生区上麻生5‐38-10

118 柿生記念病院

麻生区上麻生6-28-20

119 すこやかこどもクリニック

麻生区白鳥3-5-2 ガーデンヒルズ白鳥1階

120 新百合ヶ丘総合病院

麻生区古沢字都古255

121 栗木台かわぐちクリニック

麻生区栗木台1-2-3

122 ニコニコこどもクリニック

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1階

