
松田内科医院 210-0003
神奈川県川崎市川崎区堀之
内10-24

044-222-2230 ○

稲葉医院 210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子
1-5-22

044-233-2631 ○

入江医院 210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子
2-6-2三恵ﾋﾞﾙ

044-222-2026 ○

川崎おおつか内科･消化器内科 210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子
2-6-2三恵ﾋﾞﾙ4F

044-211-7722 ○

川崎健診ｸﾘﾆｯｸ 210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前
本町10-5ｸﾘｴ川崎7階･8階

044-211-1201 ○

おおしま内科 210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前
本町14-6ﾏｰｳﾞｪﾙ川崎3階･4階

044-221-5577 ○

あべｸﾘﾆｯｸ 210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前
本町4-7 3F

044-222-5558 ○

三島ｸﾘﾆｯｸ 210-0007
神奈川県川崎市川崎区駅前
本町5-2大星川崎ﾋﾞﾙ6F

044-245-0200 ○

川崎健診ｸﾘﾆｯｸ
210-0007

川崎市川崎区駅前本町10-5ク
リエ川崎８階

044-211-1201 ○ ○

畑医院 210-0012
神奈川県川崎市川崎区宮前
町5-1

044-222-3455 ○

総合新川橋病院 210-0013
神奈川県川崎市川崎区新川
通1-15

044-222-2111 ○

川崎市立川崎病院 210-0013
神奈川県川崎市川崎区新川
通12-1

044-233-5521 ○

阿部医院 210-0014
神奈川県川崎市川崎区貝塚
1-9-10

044-222-3450 ○

由井ｸﾘﾆｯｸ 210-0014
神奈川県川崎市川崎区貝塚
2-4-19

044-233-0074 ○

ささきｸﾘﾆｯｸ 210-0022
神奈川県川崎市川崎区池田
1-6-3 2階

044-223-7206 ○

内科小児科宮島医院 210-0022
神奈川県川崎市川崎区池田
2-7-4

044-322-2083 ○

太田総合病院 210-0024
神奈川県川崎市川崎区日進
町1-50

044-244-0131 ○

馬嶋病院 210-0024
神奈川県川崎市川崎区日進
町24-15

044-244-5611 ○

宮川病院 210-0802
神奈川県川崎市川崎区大師
駅前2-13-13

044-222-3255 ○ ○ ○

野田眼科内科小児科医院 210-0804
神奈川県川崎市川崎区藤崎
1-1-3

044-244-6561 ○

ｷﾉﾒﾃﾞｨｯｸｸﾘﾆｯｸ川崎 210-0804
神奈川県川崎市川崎区藤崎
3-6-1-1F

044-280-6175 ○

平安医院 210-0804
神奈川県川崎市川崎区藤崎
4-19-15

044-288-4031 ○

協同ふじさきｸﾘﾆｯｸ 210-0804
神奈川県川崎市川崎区藤崎
4-21-2

044-270-5131 ○ ○ ○

青山ｸﾘﾆｯｸ 210-0805
神奈川県川崎市川崎区伊勢
町25-3

044-233-9320 ○

総合川崎臨港病院 210-0806
神奈川県川崎市川崎区中島
3-13-1

044-233-9336 ○ ○ ○

なかじまｸﾘﾆｯｸ 210-0806
神奈川県川崎市川崎区中島
3-9-9

044-244-0205 ○
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門前外科医院 210-0812
神奈川県川崎市川崎区東門
前1-14-4

044-266-8029 ○

和田内科医院 210-0812
神奈川県川崎市川崎区東門
前3-1-6

044-288-3353 ○

大師診療所 210-0816
神奈川県川崎市川崎区大師
町6-8

044-266-5744 ○

さくら中央ｸﾘﾆｯｸ 210-0817
神奈川県川崎市川崎区大師
本町9-11

044-201-7721 ○

鈴木医院 210-0822
神奈川県川崎市川崎区田町
1-6-15

044-288-5620 ○

AOI国際病院 210-0822
神奈川県川崎市川崎区田町
2-9-1

044-277-5511 ○

AOI国際病院 210-0822
神奈川県川崎市川崎区田町
2-9-1

044-277-9272 ○ ○

昭和医院 210-0825
神奈川県川崎市川崎区出来
野7-20

044-288-3381 ○

川崎大師いしまる内科ｸﾘﾆｯｸ 210-0831
神奈川県川崎市川崎区観音
2-10-6第3忠ぶねﾋﾞﾙ1F

044-201-1421 ○

川崎協同病院 210-0833
神奈川県川崎市川崎区桜本
2-1-5

044-299-4781 ○

いしい医院 210-0833
神奈川県川崎市川崎区桜本
2-4-9

044-288-5320 ○

村上外科医院 210-0834
神奈川県川崎市川崎区大島
1-5-14

044-244-3308 ○

髙良医院 210-0834
神奈川県川崎市川崎区大島
3-15-17

044-222-5808 ○

花田内科胃腸科医院 210-0834
神奈川県川崎市川崎区大島
4-16-1

044-245-8811 ○

森田ｸﾘﾆｯｸ 210-0834
神奈川県川崎市川崎区大島
5-10-5

044-210-3336 ○

田辺医院 210-0836
神奈川県川崎市川崎区大島
上町1-10

044-322-5933 ○

はた内科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 210-0841
神奈川県川崎市川崎区渡田
向町15-2

044-221-0131 ○

第一ｸﾘﾆｯｸ 210-0844
神奈川県川崎市川崎区渡田
新町2-3-5

044-344-5232 ○

川崎七福診療所 210-0846
神奈川県川崎市川崎区小田
1-1-2ｿﾙｽﾃｨｽ京町ﾋﾞﾙ4F

044-329-1122 ○

(医)啓和会野末整形外科歯科内科 210-0846
神奈川県川崎市川崎区小田
5-1-3

044-355-1561 ○

熊谷医院 210-0846
神奈川県川崎市川崎区小田
5-28-15

044-322-5957 ○

京町ｸﾘﾆｯｸ 210-0848
神奈川県川崎市川崎区京町
1-9-11

044-344-0660 ○

飯塚医院 210-0848
神奈川県川崎市川崎区京町
2-14-2

044-333-6777 ○

京町診療所 210-0848
神奈川県川崎市川崎区京町
2-15-6神和ﾋﾞﾙ

044-333-9516 ○

竹内ｸﾘﾆｯｸ 210-0848
神奈川県川崎市川崎区京町2-
24-4ｾｿｰﾙ川崎京町ﾊｲﾗｲｽﾞ111

044-366-0681 ○

日本鋼管病院 210-0852
神奈川県川崎市川崎区鋼管
通1-2-1

044-333-5591 ○ ○ ○
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東扇島診療所 210-0869
神奈川県川崎市川崎区東扇
島78福利厚生ｾﾝﾀｰ2F

044-281-1414 ○

あむろ内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0001
神奈川県川崎市中原区上丸
子八幡町796

044-430-5520 ○

田中内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸
子東1-774

044-434-2211 ○

新丸子整形外科 211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子
東1-831KAHALAEAST1 2F

044-422-7158 ○

こすぎ駅前ｸﾘﾆｯｸ 211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸
子東2-925白誠ﾋﾞﾙ1F

044-431-8833 ○

さくらｸﾘﾆｯｸ武蔵小杉内科･小児科 211-0004
神奈川県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

044-750-0303 ○

むさし小杉内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東
3-1302ららﾃﾗｽ武蔵小杉4階

044-430-4159 ○

武蔵小杉ﾊｰﾄｸﾘﾆｯｸ 211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子
東3-946-3MKﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ1F

044-872-9876 ○

山出内科 211-0005
神奈川県川崎市中原区新丸
子町727-1

044-722-9007 ○

山口外科 211-0005
神奈川県川崎市中原区新丸
子町745-3

044-733-4874 ○

荒田内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0005
神奈川県川崎市中原区新丸子
町747ｸﾞﾗﾝｲｰｻ新丸子Ⅱ1F

044-739-5500 ○

前田医院 211-0005
神奈川県川崎市中原区新丸
子町765

044-722-3750 ○

松本ｸﾘﾆｯｸ 211-0006
神奈川県川崎市中原区丸子
通2-441

044-738-2230 ○

中村医院 211-0011
神奈川県川崎市中原区下沼
部1930

044-411-5188 ○

小杉内科ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸
子13-21LROCKSﾋﾞﾙ2F

044-789-5444 ○

亀谷内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸
子361

044-411-0011 ○

平間ｸﾘﾆｯｸ 211-0012
神奈川県川崎市中原区中丸
子589-11

044-431-0802 ○

菊岡内科医院 211-0014
神奈川県川崎市中原区田尻
町35

044-511-2785 ○

中橋ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 211-0015
神奈川県川崎市中原区北谷
町51-9

044-555-5553 ○

内田ｸﾘﾆｯｸ 211-0016
神奈川県川崎市中原区市ﾉ坪
223ｽｶｲ来夢101

044-431-0148 ○

もくぼ内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0021
神奈川県川崎市中原区木月
住吉町2-25ｴﾊﾞﾋﾞﾙ2 4階

044-281-8415 ○

宇藤内科医院 211-0022
神奈川県川崎市中原区苅宿
24-37

044-411-4463 ○

野口ｸﾘﾆｯｸ 211-0024
神奈川県川崎市中原区西加
瀬16-10ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾚｲｽ元住吉

044-431-3303 ○

徳植医院 211-0025
神奈川県川崎市中原区木月
1-2-24

044-430-1233 ○

綾部内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0025
神奈川県川崎市中原区木月
1-23-7

044-433-3377 ○

元住吉こころみｸﾘﾆｯｸ 211-0025
神奈川県川崎市中原区木月1-
28-5ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞD元住吉3F

044-789-8881 ○
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豊﨑医院 211-0025
神奈川県川崎市中原区木月
1-31-10

044-411-3493 ○

宮尾ｸﾘﾆｯｸ 211-0025
神奈川県川崎市中原区木月
1-6-14

044-411-2200 ○

元住吉ｸﾘﾆｯｸ 211-0025
神奈川県川崎市中原区木月
2-12-18

044-422-4077 ○

みやぎ内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0025
神奈川県川崎市中原区木月
3-25-10

044-430-3141 ○

毛利医院 211-0025
神奈川県川崎市中原区木月
3-5-33

044-411-2757 ○

住吉診療所 211-0025
神奈川県川崎市中原区木月
3-7-3

044-411-8605 ○

澤口内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0033
神奈川県川崎市中原区木月祇園
町14-16ｸﾞﾗﾝﾘﾋﾞｵ元住吉116

044-431-0717 ○

久保田ｸﾘﾆｯｸ 211-0033
神奈川県川崎市中原区木月
祇園町15-1

044-431-1238 ○

中島ｸﾘﾆｯｸ 211-0034
神奈川県川崎市中原区井田
中ﾉ町8-36

044-751-2126 ○

さかもと内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0035
神奈川県川崎市中原区井田
1-36-3

044-740-5511 ○

川崎市立井田病院 211-0035
神奈川県川崎市中原区井田
2-27-1

044-766-2188 ○

上杉ｸﾘﾆｯｸ 211-0041
神奈川県川崎市中原区下小
田中1-15-33

044-766-7171 ○

たかはし内科 211-0041
神奈川県川崎市中原区下小
田中1-3-6JOJﾋﾞﾙ1F

044-740-2717 ○

神保内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0041
神奈川県川崎市中原区下小
田中2-1-31中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F

044-753-2281 ○

むさし整形外科 211-0041
神奈川県川崎市中原区下小
田中2-1-31中原ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F

044-797-6221 ○

山高ｸﾘﾆｯｸ 211-0041
神奈川県川崎市中原区下小
田中2-33-39

044-750-2323 ○

なかはら内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0041
神奈川県川崎市中原区下小
田中3-30-3

044-797-5556 ○

すずむらｸﾘﾆｯｸ 211-0041
神奈川県川崎市中原区下小
田中3-31-1ﾌｪﾆｯｸｽｺｰﾄ 1F

044-741-2131 ○

武蔵中原しくらｸﾘﾆｯｸ 211-0042
神奈川県川崎市中原区下新
城2-1-38ｷｭｲﾌﾞﾙⅢ101

044-753-1126 ○

回生医院 211-0043
神奈川県川崎市中原区新城
中町2-10

044-777-3772 ○

京浜総合病院 211-0044
神奈川県川崎市中原区新城
1-2-5

044-777-3251 ○ ○ ○

大迫内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0044
神奈川県川崎市中原区新城
2-15-2

044-777-6453 ○

宮崎医院 211-0044
神奈川県川崎市中原区新城
3-13-8

044-766-4205 ○

春原内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0044
神奈川県川崎市中原区新城
3-2-13

044-741-3010 ○

やまだ内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0045
神奈川県川崎市中原区上新
城1-2-28-201

044-740-1313 ○

おばな内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0045
神奈川県川崎市中原区上新
城2-4-8

044-753-1003 ○
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ﾊｳｽﾞｸﾘﾆｯｸ渡辺内科 211-0051
神奈川県川崎市中原区宮内
1-8-3

044-799-0660 ○

さかね内科ｸﾘﾆｯｸ 211-0051
神奈川県川崎市中原区宮内
2-12-1

044-740-7781 ○

おくせ医院 211-0053
神奈川県川崎市中原区上小
田中1-26-1ﾊｲﾑﾁｪﾘｰB101

044-751-1575 ○

ﾎﾟﾌﾟﾗﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 211-0053
神奈川県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

044-751-8808 ○

つちや内科･循環器内科 211-0053
神奈川県川崎市中原区上小
田中5-2-7ｸﾚｼｱ武蔵中原1F

044-750-2505 ○

武蔵中原まちいｸﾘﾆｯｸ 211-0053
神奈川県川崎市中原区上小
田中6-23-10小川ﾋﾞﾙ1F

044-739-8010 ○

白沢医院 211-0062
神奈川県川崎市中原区小杉
陣屋町1-17-12

044-722-2777 ○

小杉中央ｸﾘﾆｯｸ 211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉町1-
403-35武蔵小杉ﾀﾜｰﾌﾟﾚｲｽ2F

044-722-7050 ○

柴﨑整形外科 211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉
町1-529-15

044-711-0120 ○

塚原ｸﾘﾆｯｸ 211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉
町1-529STEPS-3  1F

044-738-1616 ○

のなみｸﾘﾆｯｸ 211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉
町1-547-83

044-711-2555 ○

あさひ小児科･内科ｸﾘﾆｯｸ武蔵小杉 211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉
町3-432尾村ﾋﾞﾙ2F

044-712-5266 ○

加藤順ｸﾘﾆｯｸ 211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉
町3-441-1ｴﾝﾄﾋﾟｱ安藤2F

044-272-7201 ○

さとうｸﾘﾆｯｸ 211-0063
神奈川県川崎市中原区小杉
町3-8-6ﾚﾁﾞﾃﾞﾝｽ小杉1F

044-722-6061 ○

岡島ｸﾘﾆｯｸ 211-0064
神奈川県川崎市中原区今井南町
21-35-102ﾙﾐｴｰﾙ南Ⅱ1階A

044-722-1222 ○

たむらｸﾘﾆｯｸ 211-0066
神奈川県川崎市中原区今井
西町12-14柳田ﾋﾞﾙ1F

044-738-3855 ○

神田ｸﾘﾆｯｸ 211-0067
神奈川県川崎市中原区今井
上町4-4ﾊﾙｾﾝ武蔵小杉1F

044-711-5730 ○

ﾋﾛｸﾘﾆｯｸ 211-0068
神奈川県川崎市中原区小杉御
殿町2-53-3小杉ｽｶｲﾋﾞﾙ2F

044-733-6206 ○

小杉外科内科医院 211-0068
神奈川県川崎市中原区小杉
御殿町2-88

044-722-5736 ○

佐々木内科ｸﾘﾆｯｸ 212-0003
神奈川県川崎市幸区小向町
3-21

044-511-5855 ○

田代ｸﾘﾆｯｸ 212-0004
神奈川県川崎市幸区小向西
町2-22-3

044-511-1213 ○

田村外科病院 212-0005
神奈川県川崎市幸区戸手1-
9-13

044-544-6111 ○

橋爪医院 212-0005
神奈川県川崎市幸区戸手2-
3-12

044-522-0415 ○

関ｸﾘﾆｯｸ 212-0011 神奈川県川崎市幸区幸町3-7 044-555-2729 ○

米田医院 212-0012
神奈川県川崎市幸区中幸町
3-13

044-511-5375 ○

ｱﾙﾌｧﾒﾃﾞｨｯｸ･ｸﾘﾆｯｸ 212-0013
神奈川県川崎市幸区堀川町
580-16川崎ﾃｯｸｾﾝﾀｰ8F

044-511-6115 ○
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ｱﾙﾌｧﾒﾃﾞｨｯｸ･ｸﾘﾆｯｸ 212-0013
神奈川県川崎市幸区堀川町
580-16川崎ﾃｯｸｾﾝﾀｰ8F

044-511-6116 ○ ○

川崎ﾘｳﾏﾁ･内科ｸﾘﾆｯｸ 212-0014
神奈川県川崎市幸区大宮町
1310ﾐｭｰｻﾞ川崎222

044-272-8221 ○

川崎幸ｸﾘﾆｯｸ 212-0016
神奈川県川崎市幸区南幸町
1-27-1

044-544-1020 ○

ましも内科循環器内科 212-0016
神奈川県川崎市幸区南幸町
2-26-12

044-541-4560 ○

いきいきｸﾘﾆｯｸ 212-0016
神奈川県川崎市幸区南幸町
2-34-2川崎ｸﾘｽﾁｬﾝｾﾝﾀｰ1F

044-522-5556 ○

おさないｸﾘﾆｯｸ 212-0016
神奈川県川崎市幸区南幸町
2-80KS紅屋ﾋﾞﾙ4F

044-542-8110 ○

森田医院 212-0016
神奈川県川崎市幸区南幸町
3-14

044-556-7788 ○

黒瀬ｸﾘﾆｯｸ 212-0022
神奈川県川崎市幸区神明町
2-1-1

044-533-1711 ○

川崎中央ｸﾘﾆｯｸ 212-0022
神奈川県川崎市幸区神明町
2-68-7

044-511-6333 ○

植村内科医院 212-0023
神奈川県川崎市幸区戸手本
町1-44-5-1F

044-533-8105 ○

山田小児科医院 212-0024
神奈川県川崎市幸区塚越1-
121

044-522-0801 ○

松葉医院 212-0024
神奈川県川崎市幸区塚越2-
159

044-522-1678 ○

矢野内科医院 212-0024
神奈川県川崎市幸区塚越4-
314-2

044-544-7575 ○

みつや内科診療所 212-0025
神奈川県川崎市幸区古川町
120

044-533-3000 ○

さいわい鹿島田ｸﾘﾆｯｸ 212-0027
神奈川県川崎市幸区新塚越
201ﾙﾘｴ新川崎

044-556-2720 ○

まつの内科ｸﾘﾆｯｸ 212-0032
神奈川県川崎市幸区新川崎
5-2ｼﾝｶﾓｰﾙ3F

044-589-0207 ○

関口医院 212-0052
神奈川県川崎市幸区古市場
1-21

044-511-4001 ○

川崎ｾﾂﾙﾒﾝﾄ診療所 212-0052
神奈川県川崎市幸区古市場
2-67

044-544-1601 ○

石永医院 212-0053
神奈川県川崎市幸区下平間
130

044-511-6835 ○

南武医院 212-0053
神奈川県川崎市幸区下平間
205

044-522-2233 ○

まつやまｸﾘﾆｯｸ 212-0053
神奈川県川崎市幸区下平間
341ﾚｵﾅⅢ2F

044-520-3212 ○

千梨内科ｸﾘﾆｯｸ 212-0053
神奈川県川崎市幸区下平間
359ﾚｵﾅⅤ201

044-272-8088 ○

ﾅｶｵｶｸﾘﾆｯｸ 212-0053
神奈川県川崎市幸区下平間
38

044-544-1266 ○

ﾊﾟｰｸｼﾃｨｸﾘﾆｯｸ 212-0054
神奈川県川崎市幸区小倉1-1
ﾊﾟｰｸｼﾃｨ新川崎ｸﾘﾆｯｸ棟217

044-541-6161 ○

木村整形外科 212-0054
神奈川県川崎市幸区小倉1-
3-14

044-599-9111 ○

柁原医院 212-0054
神奈川県川崎市幸区小倉3-
23-4

044-588-6288 ○
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たくま幸ｸﾘﾆｯｸ 212-0054
神奈川県川崎市幸区小倉3-
28-12ｼｬﾘｵ佐野1F

044-588-0020 ○

小倉かとう内科 212-0054
神奈川県川崎市幸区小倉5-
19-23ｸﾛｽｶﾞｰﾃﾞﾝ川崎209号

044-580-4114 ○

生駒ｸﾘﾆｯｸ 212-0055
神奈川県川崎市幸区南加瀬
4-27-6

044-599-5611 ○

髙取内科医院 212-0056
神奈川県川崎市幸区矢上13-
6

044-580-3132 ○

高橋ｸﾘﾆｯｸ 212-0057
神奈川県川崎市幸区北加瀬
2-7-20

044-588-1216 ○

はとりｸﾘﾆｯｸ 212-0058
神奈川県川崎市幸区鹿島田
1-8-33はとりﾋﾞﾙ3F

044-522-0033 ○

溝の口ｸﾘﾆｯｸ 213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口1-
12-20ｳｴｽﾄｷｬﾆｵﾝﾋﾞﾙⅡ2F

044-833-8001 ○

宮川内科医院 213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口
1-6-1

044-822-7527 ○

鈴木医院 213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口
2-18-46

044-822-3065 ○

住永ｸﾘﾆｯｸ 213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口
2-6-26ｱｽﾞﾏﾔ栄橋ﾋﾞﾙ2F

044-844-2838 ○

優ｳｨﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口
3-7-1ﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ4F

044-850-8341 ○

柴崎医院 213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口
3-9-4

044-833-8511 ○

二子ｸﾘﾆｯｸ 213-0002
神奈川県川崎市高津区二子
1-11-15

044-812-1717 ○

高津内科ｸﾘﾆｯｸ 213-0002
神奈川県川崎市高津区二子
3-33-20

044-829-3075 ○

窪田医院 213-0002
神奈川県川崎市高津区二子
5-10-1

044-822-3212 ○

二子新地ひかりこどもｸﾘﾆｯｸ 213-0004
神奈川県川崎市高津区諏訪
1-3-15FMﾌﾗｯﾄ1F

044-844-9058 ○

はっとりﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 213-0005
神奈川県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

044-455-7341 ○

つるや内科ｸﾘﾆｯｸ 213-0011
神奈川県川崎市高津区久本
1-6-5

044-871-0814 ○

溝の口慶友ｸﾘﾆｯｸ 213-0011
神奈川県川崎市高津区久本
3-1-31U-LAND溝ﾉ口ﾋﾞﾙ4F

044-850-8080 ○

みぞのくちﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 213-0011
神奈川県川崎市高津区久本
3-14-1-1F

044-829-1002 ○

高山ｸﾘﾆｯｸ 213-0011
神奈川県川崎市高津区久本
3-2-3ｳﾞｪﾙﾋﾞｭｰ溝の口

044-850-3334 ○

廣津医院 213-0011
神奈川県川崎市高津区久本
3-6-1-212

044-822-1933 ○

坂戸診療所 213-0012
神奈川県川崎市高津区坂戸
1-6-18

044-822-2710 ○

溝の口胃腸科･内科ｸﾘﾆｯｸ 213-0012
神奈川県川崎市高津区坂戸
1-6-20ﾊｲﾗﾝﾄﾞ･ﾍﾞｲ溝の口

044-850-0330 ○

KSPｸﾘﾆｯｸ 213-0012
神奈川県川崎市高津区坂戸
3-2-1KSPﾋﾞﾙ西503

044-829-1153 ○ ○ ○

梶ヶ谷ｸﾘﾆｯｸ 213-0013
神奈川県川崎市高津区末長
1-23-17梶ヶ谷Jﾋﾞﾙ1F

044-877-0608 ○
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そめや内科ｸﾘﾆｯｸ 213-0013
神奈川県川崎市高津区末長
1-45-1秋本ﾋﾞﾙ1F

044-712-3366 ○

福住医院 213-0013
神奈川県川崎市高津区末長
3-12-3

044-888-1161 ○

田園都市溝の口つつじ内科ｸﾘﾆｯｸ 213-0014
神奈川県川崎市高津区新作
3-1-4

044-860-3101 ○

片倉病院 213-0014
神奈川県川崎市高津区新作
4-11-16

044-866-2151 ○

あおば内科ｸﾘﾆｯｸ 213-0015
神奈川県川崎市高津区梶ｹ谷
6-2-8

044-865-8855 ○

千年診療所 213-0021
神奈川県川崎市高津区千年
新町29-5

044-766-2885 ○

桐村医院 213-0022
神奈川県川崎市高津区千年
200-5

044-777-0005 ○

いずみ泌尿器科皮ﾌ科 213-0022
神奈川県川崎市高津区千年
301-1ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺｽﾓ千歳203

044-751-7100 ○

しまむらｸﾘﾆｯｸ 213-0023
神奈川県川崎市高津区子母
口497-2子母口ｸﾘﾆｯｸﾓｰﾙ1F

044-788-0008 ○

伊藤医院 213-0026
神奈川県川崎市高津区久末
1894

044-766-9335 ○

成宮医院 213-0027
神奈川県川崎市高津区東野
川1-17-5

044-766-1701 ○

野川整形外科 213-0029
神奈川県川崎市高津区東野
川1-7-9ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｱ野川1F

044-777-2811 ○

福西内科ｸﾘﾆｯｸ 213-0029
神奈川県川崎市高津区東野
川1-7-9ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘｱ野川2F

044-752-2011 ○

大久保ｸﾘﾆｯｸ 213-0029
神奈川県川崎市高津区東野
川2-36-5

044-754-7760 ○

久地さとう医院 213-0031
神奈川県川崎市高津区宇奈
根637-5

044-850-9925 ○

久地診療所 213-0032
神奈川県川崎市高津区久地
4-19-8

044-811-7771 ○ ○ ○

内田内科 213-0032
神奈川県川崎市高津区久地
4-24-30ｸﾞﾘｰﾝｽｸｴｱ1F

044-833-0140 ○

木暮ｸﾘﾆｯｸ 213-0033
神奈川県川崎市高津区下作
延2-4-3

044-870-7710 ○

武井ｸﾘﾆｯｸ 213-0033
神奈川県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

044-861-0950 ○

渡辺ｸﾘﾆｯｸ 213-0033
神奈川県川崎市高津区下作
延2-9-10

044-865-3450 ○

国島医院 213-0033
神奈川県川崎市高津区下作
延3-22-7

044-877-3871 ○

長瀬ｸﾘﾆｯｸ 213-0033
神奈川県川崎市高津区下作
延3-3-10ｽﾙﾊﾞﾘｴ梶ヶ谷2F

044-870-5225 ○

津田山ｸﾘﾆｯｸ 213-0033
神奈川県川崎市高津区下作
延6-4-1

044-850-8424 ○

京浜保健衛生協会診療所 213-0034
神奈川県川崎市高津区上作
延811-1

044-330-4567 ○

京浜保健衛生協会診療所 213-0034
神奈川県川崎市高津区上作
延811-1

044-330-4568 ○ ○

てづか内科･循環器ｸﾘﾆｯｸ 214-0001
神奈川県川崎市多摩区菅1-
5-12ｴﾋﾟﾄﾞｰﾙ稲田堤1A

044-281-3266 ○
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稲田堤ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 214-0001
神奈川県川崎市多摩区菅2-
15-5

044-945-0160 ○

西村ｸﾘﾆｯｸ 214-0001
神奈川県川崎市多摩区菅2-
4-2ｻﾆｰｻｲﾄﾞ202

044-944-2260 ○

関口内科医院 214-0001
神奈川県川崎市多摩区菅2-
8-27第一平山ﾋﾞﾙ1階

044-946-0037 ○

ｺﾊﾙ内科 214-0001
神奈川県川崎市多摩区菅4-
1-1ｺﾝﾄﾗｲ101号

044-949-1555 ○

稲田堤駅前脳神経外科内科ｸﾘﾆｯｸ 214-0003
神奈川県川崎市多摩区菅稲
田堤1-17-28-201

044-712-3667 ○

前原医院 214-0004
神奈川県川崎市多摩区菅馬
場1-1-27

044-944-7000 ○

牛山ｸﾘﾆｯｸ 214-0004
神奈川県川崎市多摩区菅馬
場3-7-5

044-944-8160 ○

大倉消化器科外科ｸﾘﾆｯｸ 214-0006
神奈川県川崎市多摩区菅仙
谷4-1-5

044-969-7017 ○

つじ内科ｸﾘﾆｯｸ 214-0006
神奈川県川崎市多摩区菅仙
谷4-1-5

044-966-7666 ○

ことぶきｸﾘﾆｯｸ 214-0006
神奈川県川崎市多摩区菅仙
谷4-1-5

044-952-5037 ○

あいｸﾘﾆｯｸ産婦人科･小児科 214-0006
神奈川県川崎市多摩区菅仙
谷4-1-5

044-969-7055 ○

稲田小児科医院 214-0008
神奈川県川崎市多摩区菅北
浦2-2-24

044-944-3828 ○

土井医院 214-0008
神奈川県川崎市多摩区菅北
浦4-11-25

044-945-7155 ○

多摩ｸﾘﾆｯｸ 214-0011
神奈川県川崎市多摩区布田
2-24

044-944-2558 ○

中野島糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 214-0012
神奈川県川崎市多摩区中野
島1-9-2ﾁｬｺBLDG-Ⅱ101号

044-944-1102 ○

藤田ｸﾘﾆｯｸ 214-0012
神奈川県川崎市多摩区中野
島3-14-37

044-930-7717 ○

牧野ｸﾘﾆｯｸ 214-0012
神奈川県川崎市多摩区中野
島3-27-34ﾊﾞｰﾄﾞﾀｳﾝ7番館1F

044-931-6677 ○

中野島診療所 214-0012
神奈川県川崎市多摩区中野
島4-9-1

044-911-2488 ○

中野島小児科ｸﾘﾆｯｸ 214-0012
神奈川県川崎市多摩区中野
島6-22-9

044-922-3505 ○

中野島北口ｺｶﾞﾜｸﾘﾆｯｸ 214-0012
神奈川県川崎市多摩区中野
島6-26-2F&Fﾊｲﾑ2F

044-934-6872 ○

鈴木内科医院 214-0013
神奈川県川崎市多摩区登戸
新町188

044-911-4347 ○

多摩ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 214-0013
神奈川県川崎市多摩区登戸
新町337ｴﾆｰﾋﾞﾙ1F

044-930-5556 ○

中村医院 214-0013
神奈川県川崎市多摩区登戸
新町358-1

044-911-2516 ○

やまもとｸﾘﾆｯｸ 214-0013
神奈川県川崎市多摩区登戸
新町404古谷ﾋﾞﾙ3F

044-900-8760 ○

登戸内科･脳神経ｸﾘﾆｯｸ 214-0013
神奈川県川崎市多摩区登戸
新町434

044-930-1050 ○

岡野内科医院 214-0014
神奈川県川崎市多摩区登戸
1737

044-911-2007 ○
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公文内科ｸﾘﾆｯｸ 214-0014
神奈川県川崎市多摩区登戸
1792-2ｱﾑｸﾚｽﾄ向ヶ丘1階

044-911-2017 ○

すずき内科ｸﾘﾆｯｸ 214-0014
神奈川県川崎市多摩区登戸
2130-2ｱﾄﾗｽﾀﾜｰ向ヶ丘遊園208

044-281-0201 ○

向ヶ丘胃腸･肛門ｸﾘﾆｯｸ 214-0014
神奈川県川崎市多摩区登戸
2662-1ﾌﾟﾗｻﾞ向ヶ丘遊園3F

044-911-0407 ○

若松整形外科 214-0014
神奈川県川崎市多摩区登戸
2692-6

044-712-3322 ○

向ヶ丘久保田内科 214-0014
神奈川県川崎市多摩区登戸
2708-1YMﾋﾞﾙ3F･4F

044-932-0161 ○

吉田内科 214-0014
神奈川県川崎市多摩区登戸
2710-6第2ﾈｽﾄ向ヶ丘202

044-932-5611 ○

こう内科ｸﾘﾆｯｸ 214-0014
神奈川県川崎市多摩区登戸
2766-5SKﾋﾞﾙ101

044-930-7731 ○

あさい内科医院 214-0014
神奈川県川崎市多摩区登戸
538

044-933-8877 ○

石原内科医院 214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河
原3-10-3ｾﾙｼｵITO

044-932-3822 ○

本橋内科ｸﾘﾆｯｸ 214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河
原3-1-6

044-911-2345 ○

久保田診療所 214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河
原4-21-23

044-911-4417 ○

かじもと整形外科 214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河
原4-28-8ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ宿河原1F

044-930-5678 ○

高橋ｸﾘﾆｯｸ 214-0022
神奈川県川崎市多摩区堰3-
5-14

044-822-8319 ○

かえでﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 214-0023
神奈川県川崎市多摩区長尾
5-2-2-101

044-930-0330 ○

西根医院 214-0032
神奈川県川崎市多摩区枡形
1-8-38

044-922-7111 ○

生田ｸﾘﾆｯｸ 214-0034
神奈川県川崎市多摩区三田
1-14-1

044-922-5111 ○

黒須内科ｸﾘﾆｯｸ 214-0035
神奈川県川崎市多摩区長沢
4-2-9ｸﾞﾘｰﾝｳﾞｧﾚｰ松沢207

044-977-0650 ○

土屋医院 214-0036
神奈川県川崎市多摩区南生
田1-12-2

044-953-2636 ○

南生田ｸﾘﾆｯｸ 214-0036
神奈川県川崎市多摩区南生
田4-11-8

044-948-5677 ○

須田ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 214-0036
神奈川県川崎市多摩区南生
田4-20-2

044-969-1211 ○

大森医院 214-0036
神奈川県川崎市多摩区南生
田7-20-21

044-911-9290 ○

読売ﾗﾝﾄﾞ前すわｸﾘﾆｯｸ 214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生
田1-8-1-102

044-712-5938 ○

岸内科胃腸科医院 214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生
田2-2-5

044-966-3256 ○

水上内科医院 214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生
田3-9-26ﾐﾉﾙﾋﾞﾙ2F

044-966-3004 ○

原田内科ｸﾘﾆｯｸ 214-0037
神奈川県川崎市多摩区西生
田4-16-24

044-955-5261 ○

中村ｸﾘﾆｯｸ 214-0038
神奈川県川崎市多摩区生田
6-6-5ｶｰｻﾋﾟﾉ1F

044-966-8711 ○
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百合が丘すみれｸﾘﾆｯｸ 215-0001
神奈川県川崎市麻生区細山
2-8-7-1F

044-966-2538 ○

ｾﾝﾄﾗﾙ整形外科 215-0004
神奈川県川崎市麻生区万福
寺1-1-2ｼﾃｨﾓｰﾙ4F

044-953-4433 ○

池内ｸﾘﾆｯｸ新百合ヶ丘内科･消化器内
科

215-0004
神奈川県川崎市麻生区万福寺1-1-
2新百合ヶ丘駅前ﾋﾞﾙ4階405区画

044-455-6630 ○

新ゆりｸﾘﾆｯｸ 215-0004
神奈川県川崎市麻生区万福
寺1-8-7ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘101

044-955-0661 ○

光中央診療所 215-0004
神奈川県川崎市麻生区万福寺
1-8-7ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合丘1-103

044-955-1955 ○

新百合山手福本内科 215-0004
神奈川県川崎市麻生区万福
寺6-7-2ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ206

044-955-8877 ○

あさおｸﾘﾆｯｸ 215-0004 川崎市麻生区万福寺1-8-10 044-955-9126 ○

嶋﨑内科医院 215-0005
神奈川県川崎市麻生区千代ヶ
丘8-1-1-202

044-951-0630 ○

百合丘外科産婦人科 215-0011
神奈川県川崎市麻生区百合
丘1-14-6

044-966-2596 ○

百合ヶ丘診療所 215-0011
神奈川県川崎市麻生区百合丘
1-16-12ｻﾝﾗﾌﾚ百合ｹ丘8-101

044-328-5998 ○

吉松ｸﾘﾆｯｸ 215-0011
神奈川県川崎市麻生区百合
丘1-16-2-301

044-954-1211 ○

ふるたｸﾘﾆｯｸ 215-0011
神奈川県川崎市麻生区百合
丘1-19-2司生堂ﾋﾞﾙ1F

044-959-5116 ○

内田医院 215-0011
神奈川県川崎市麻生区百合
丘1-2-1

044-966-5272 ○

いしだｸﾘﾆｯｸ 215-0011
神奈川県川崎市麻生区百合
丘2-7-1

044-955-0250 ○

みねき内科ｸﾘﾆｯｸ 215-0012
神奈川県川崎市麻生区東百
合丘2-29-10

044-966-0765 ○

たま日吉台病院 215-0013
神奈川県川崎市麻生区王禅
寺1105

044-955-8220 ○ ○ ○

川崎みどりの病院 215-0013
神奈川県川崎市麻生区王禅
寺1142

044-955-1611 ○

玉川内科ｸﾘﾆｯｸ 215-0014
神奈川県川崎市麻生区白山
4-1-1-119

044-980-5531 ○

あさお･百合ｸﾘﾆｯｸ 215-0015
神奈川県川崎市麻生区虹ヶ丘
1-10-1

044-988-0037 ○

米田胃腸科外科医院 215-0017
神奈川県川崎市麻生区王禅
寺西1-24-1

044-955-5500 ○

王禅寺公園ｸﾘﾆｯｸ 215-0017
神奈川県川崎市麻生区王禅
寺西3-27-7

044-712-5201 ○

新ゆり内科 215-0017
神奈川県川崎市麻生区王禅
寺西4-3-8

044-969-3001 ○

ごみぶちｸﾘﾆｯｸ 215-0017
神奈川県川崎市麻生区王禅
寺西5-1-301階B

044-959-3708 ○

藤木内科医院 215-0018
神奈川県川崎市麻生区王禅
寺東1-9-3

044-966-0107 ○

北村ｸﾘﾆｯｸ 215-0018
神奈川県川崎市麻生区王禅寺
東3-26-6王禅寺ﾒﾃﾞｨｶﾙ1F

044-955-0098 ○

ﾐｵ医院 215-0018
神奈川県川崎市麻生区王禅
寺東5-1-5

044-986-5646 ○
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ゆうｸﾘﾆｯｸ 215-0018
神奈川県川崎市麻生区王禅
寺東5-2-9

044-986-1161 ○

新百合ヶ丘ｽﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生1-
20-1小田急ｱｺﾙﾃﾞ新百合ｹ丘5F

044-966-1855 ○ ○ ○

新ゆり整形外科 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻
生1-3-5

044-955-1154 ○

新ゆり武内ｸﾘﾆｯｸ 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻
生1-3-5

044-959-3119 ○

小林内科医院 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻
生1-9-10

044-951-0666 ○

あさお診療所 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻
生2-1-10

044-951-3940 ○

上麻生内科 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻
生2-11-21

044-951-9909 ○

渡辺内科消化器科医院 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻
生4-34-5

044-969-0139 ○

柿生すずき内科循環器内科 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻
生5-23-6

044-988-5577 ○

ﾕﾐｶ内科小児科ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻
生5-40-1

044-981-0227 ○

麻生ﾘﾊﾋﾞﾘ総合病院 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻
生6-23-50

044-981-6878 ○

おおたｸﾘﾆｯｸ 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻
生6-31-1ﾄﾞｳｪﾙｲﾅﾘﾔﾏ1F

044-989-5566 ○

かきお駅前さいとうｸﾘﾆｯｸ 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻
生6-39-35 1階

044-455-7079 ○

みぞぶちｸﾘﾆｯｸ 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻
生6-9-2ﾋﾟｱｼﾃｨ晃和1F

044-980-0881 ○

ｷｳｲﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 215-0022
神奈川県川崎市麻生区下麻
生3-23-28

044-281-4474 ○

きむら内科ｸﾘﾆｯｸ 215-0023
神奈川県川崎市麻生区片平5-
24-15ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ五月台1F

044-981-6617 ○

井上医院 215-0024
神奈川県川崎市麻生区白鳥
3-6-12

044-987-1875 ○

平井内科ｸﾘﾆｯｸ 215-0025
神奈川県川崎市麻生区五力
田2-2-1-103

044-986-2013 ○

新百合ヶ丘龍ｸﾘﾆｯｸ 215-0026 神奈川県川崎市麻生区古沢7 044-955-7231 ○

新百合ヶ丘総合病院 215-0026
神奈川県川崎市麻生区古沢
都古255

044-322-9991 ○

池内ｸﾘﾆｯｸ 215-0031
神奈川県川崎市麻生区栗平
2-1-6小田急ﾏﾙｼｪ栗平1F

044-981-3330 ○

栗木台かわぐちｸﾘﾆｯｸ 215-0032
神奈川県川崎市麻生区栗木
台1-2-3

044-980-1516 ○

塚本医院 215-0032
神奈川県川崎市麻生区栗木
台2-15-5

044-987-8531 ○

はるひ野内科ｸﾘﾆｯｸ 215-0036
神奈川県川崎市麻生区はるひ野4-4-
1はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞA棟-1F

044-981-0733 ○

馬目整形外科･内科ｸﾘﾆｯｸ 216-0001
神奈川県川崎市宮前区野川
122

044-741-3601 ○

佐治医院 216-0001
神奈川県川崎市宮前区野川
2238-7

044-766-2525 ○
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北見整形外科 216-0001
神奈川県川崎市宮前区野川
3000野川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ1F

044-788-1121 ○

村上循環器科内科皮膚科 216-0001
神奈川県川崎市宮前区野川
3000野川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F

044-788-8586 ○

野川ｸﾘﾆｯｸ 216-0001
神奈川県川崎市宮前区野川
3021

044-777-4941 ○

風の道ｸﾘﾆｯｸ 216-0001
神奈川県川崎市宮前区野川
3134-5

044-754-1733 ○

好生堂医院 216-0001
神奈川県川崎市宮前区野川
963

044-766-7539 ○

きたじま内科･脳神経ｸﾘﾆｯｸ 216-0002
神奈川県川崎市宮前区東有
馬5-1-2

044-750-0700 ○

本村医院 216-0002
神奈川県川崎市宮前区東有
馬5-24-1

044-870-0233 ○

薄井胃腸科外科 216-0003
神奈川県川崎市宮前区有馬
1-1-18

044-854-1928 ○

鷺沼診療所 216-0003
神奈川県川崎市宮前区有馬
1-22-16

044-855-9977 ○ ○ ○

有馬病院 216-0003
神奈川県川崎市宮前区有馬
3-10-7

044-866-3315 ○

里村整形外科 216-0003
神奈川県川崎市宮前区有馬
4-12-14

044-865-8223 ○

さがらｸﾘﾆｯｸ 216-0003
神奈川県川崎市宮前区有馬
5-19-7-201

044-888-1171 ○

鷺沼人工腎臓石川ｸﾘﾆｯｸ 216-0004
神奈川県川崎市宮前区鷺沼
1-10-3

044-855-8585 ○

田園都市ｸﾘﾆｯｸ 216-0004
神奈川県川崎市宮前区鷺沼
1-22-7ｶｰｻｴｽﾃﾚｰﾔ1F

044-888-9899 ○

こにしｸﾘﾆｯｸ 216-0004
神奈川県川崎市宮前区鷺沼
1-3-13

044-888-0015 ○

丸田ｸﾘﾆｯｸ 216-0004
神奈川県川崎市宮前区鷺沼
3-4-5

044-866-0088 ○

原ｸﾘﾆｯｸ 216-0004
神奈川県川崎市宮前区鷺沼
4-10-5

044-854-9133 ○

やがわ内科･消化器内科 216-0005
神奈川県川崎市宮前区土橋
1-21-11ﾋﾞﾙﾍﾞﾙﾃﾞｨｱ1F

044-873-7530 ○

おおば内科ｸﾘﾆｯｸ 216-0005
神奈川県川崎市宮前区土橋
3-3-1ﾄﾞｩｰｴ･ｱｺﾙﾃﾞ204

044-870-0871 ○

河野医院 216-0005
神奈川県川崎市宮前区土橋
3-3-4

044-854-3665 ○

三倉医院 216-0006
神奈川県川崎市宮前区宮前
平2-15-15

044-854-2525 ○

宮前平内科ｸﾘﾆｯｸ 216-0006
神奈川県川崎市宮前区宮前
平2-15-2

044-860-4119 ○

K-ｸﾘﾆｯｸ 216-0006
神奈川県川崎市宮前区宮前
平2-1-6

044-854-9929 ○

福島内科医院 216-0006
神奈川県川崎市宮前区宮前
平2-19-9

044-854-2750 ○

神奈川ひまわりｸﾘﾆｯｸ 216-0006
神奈川県川崎市宮前区宮前
平3-3-26

044-853-7001 ○

鷺沼透光診療所 216-0007
神奈川県川崎市宮前区小台1-
20-1ｱﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｸ601･602号室

044-860-5100 ○
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宮前平健栄ｸﾘﾆｯｸ 216-0007
神奈川県川崎市宮前区小台
2-5-2宮前平ﾊｲﾂ2F

044-888-6600 ○

東方医院 216-0007
神奈川県川崎市宮前区小台
2-6-2ﾗﾎﾟｰﾙ宮前平3F

044-888-2137 ○

宮前平すがのｸﾘﾆｯｸ 216-0007
神奈川県川崎市宮前区小台
2-6-6宮前平ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3F

044-853-5333 ○

北部市場ｸﾘﾆｯｸ 216-0012
神奈川県川崎市宮前区水沢1-1-1川
崎市中央卸売市場北部市場管理棟内

044-975-2810 ○

潮見台植木ｸﾘﾆｯｸ 216-0013
神奈川県川崎市宮前区潮見
台6-7ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙｽﾞ潮見台103

044-976-9111 ○

あおやぎ内科循環器ｸﾘﾆｯｸ 216-0015
神奈川県川崎市宮前区菅生
2-1-9

044-978-5561 ○

五所塚診療所 216-0021
神奈川県川崎市宮前区五所
塚1-21-4

044-911-6705 ○

おおたけﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 216-0022
神奈川県川崎市宮前区平1-
1-4平橋ｸﾘﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ2F

044-862-6225 ○

鎌田ｸﾘﾆｯｸ 216-0022
神奈川県川崎市宮前区平2-
11-3YOUﾋﾞﾙ1F

044-870-8081 ○

いしだ内科外科ｸﾘﾆｯｸ 216-0022
神奈川県川崎市宮前区平4-
4-1

044-948-7461 ○

宮前平ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ診療所 216-0023
神奈川県川崎市宮前区けやき
平1-16-209

044-877-6067 ○

みやびｸﾘﾆｯｸ 216-0024
神奈川県川崎市宮前区南平
台3-17

044-978-1765 ○

鎌田ｸﾘﾆｯｸ南平台 216-0024
神奈川県川崎市宮前区南平
台3-30

044-750-9493 ○

山本内科ｸﾘﾆｯｸ 216-0025
神奈川県川崎市宮前区白幡
台1-9-10

044-977-7688 ○

小林外科胃腸科 216-0031
神奈川県川崎市宮前区神木
本町2-2-17

044-877-3006 ○

くりう内科ｸﾘﾆｯｸ 216-0032
神奈川県川崎市宮前区神木2-
2-1宮崎台ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞA-2

044-862-7272 ○

原医院 216-0033
神奈川県川崎市宮前区宮崎
2-10-9ｵｰﾐﾔ宮崎台ﾋﾞﾙ1F

044-853-7134 ○

たかはしｸﾘﾆｯｸ 216-0033
神奈川県川崎市宮前区宮崎
2-13-1ﾄﾞﾝｼﾞｮﾝ宮崎台1F

044-860-1555 ○

宮崎台ｸﾘﾆｯｸ 216-0033
神奈川県川崎市宮前区宮崎
3-14-23

044-855-6535 ○

もぎ循環器科内科医院 216-0033
神奈川県川崎市宮前区宮崎
5-14-19

044-888-0066 ○

大野医院 216-0035
神奈川県川崎市宮前区馬絹
3-8-34

044-866-6259 ○

かねこｸﾘﾆｯｸ 216-0035
神奈川県川崎市宮前区馬絹
4-4-13

044-854-1611 ○

小野田医院 216-0035
神奈川県川崎市宮前区馬絹
526-7第一ｹｰｴｰﾋﾞﾙ

044-854-8821 ○

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学病院 216-8511
神奈川県川崎市宮前区菅生
2-16-1

044-977-8111 ○
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