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平成24年4月1日現在

名称 住所 電話

医療法人誠医会　宮川病院 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 川崎市川崎区藤崎１－１－３ 044-244-6561

阿部医院 川崎市川崎区貝塚１－９－１０ 044-222-3450

医療法人　郁史会　由井クリニック 川崎市川崎区貝塚２－４－１９ 044-233-0074

医療法人社団　渡辺外科内科医院 川崎市川崎区大島２－１７－１６ 044-222-8089

医療法人　啓和会　野末整形外科歯科内科 川崎市川崎区小田５－１－３ 044-355-1561

入江医院 川崎市川崎区砂子２－６－２　三恵ビル３Ｆ 044-222-2026

医療法人社団　聖医会　安士外科医院 川崎市川崎区浜町１－１１－５ 044-322-2874

門前外科医院 川崎市川崎区東門前１－１４－４ 044-266-8029

医療法人社団こうかん会　水江診療所 川崎市川崎区水江町６－２１ 044-322-1489

こうかんクリニック 川崎市川崎区鋼管通１－２－３ 044-366-8900

医療法人社団真誠会　いしい医院 川崎市川崎区桜本２－４－９ 044-288-5320

鈴木医院 川崎市川崎区田町１－６－１５ 044-288-5620

東扇島診療所 川崎市川崎区東扇島７８　福利厚生センター２Ｆ 044-287-0126

ささきクリニック 川崎市川崎区池田１－６－３ 044-223-7206

医療法人社団　篤志会　元木町眼科内科 川崎市川崎区渡田新町２－１　渡田新町マンション１Ｆ 044-333-3161

松葉医院 川崎市幸区塚越２－１５９ 044-522-1678

矢野内科医院 川崎市幸区塚越４－３１４－２　塚越マンション１１８号 044-544-7575

たくま幸クリニック 川崎市幸区小倉３－２８－１２ 044-588-0020

医療法人社団　パークシティクリニック 川崎市幸区小倉１－１－２１７ 044-541-6161

医療法人社団はとりクリニック　はとり内科循
環器クリニック

川崎市幸区鹿島田１１１０－１　はとりビル３Ｆ 044-522-0033

ナカオカクリニック 川崎市幸区下平間３８ 044-544-1266

社会医療法人財団　石心会　川崎幸クリニック 川崎市幸区南幸町１－２７－１ 044-544-1020

いきいきクリニック 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

森田医院 川崎市幸区南幸町３－１４ 044-511-4396

髙取内科医院 川崎市幸区矢上１３－６ 044-580-3132

医療法人社団　あえん会　スクエアクリニック 川崎市幸区堀川町５８０　ソリッドスクエア東館１Ｆ 044-511-4191

やぎななこ内科・アレルギークリニック 川崎市幸区大宮町６－４　ＴＭビル３Ｆ 044-201-6787

川崎市立井田病院 川崎市中原区井田２－２７－１ 044-766-2188

医療法人社団有隣会　中島クリニック 川崎市中原区井田中ノ町８－３６ 044-751-2126

おくせ医院 川崎市中原区上小田中１－２６－１－１０１ 044-751-1575

富士通クリニック 川崎市中原区上小田中４－１－１ 044-754-2051

たかはし内科 川崎市中原区下小田中１－３－６　ＪＯＪビル１Ｆ 044-740-2717

聖マリアンナ医科大学東横病院 川崎市中原区小杉町３－４３５ 044-722-2121

加藤順クリニック 川崎市中原区小杉町３－４４１－１　エントピア安藤２階 044-272-7201

豊崎医院 川崎市中原区木月１－３１－１０ 044-411-3493

医療法人社団　ＭＭ会　住吉診療所 川崎市中原区木月３－７－３ 044-411-8605

澤口内科クリニック 川崎市中原区木月祇園町１４－１６　グランリビオ元住吉１１６ 044-431-0717

久保田クリニック 川崎市中原区木月祇園町１５－１ 044-431-1238

禁煙治療に医療保険が適用される医療機関の一覧表
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関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町１－１ 044-411-3131

もくぼ内科クリニック 川崎市中原区木月住吉町２－２５　エバビル２ー４ 044-281-8415

医療法人社団健和会　菊岡内科医院 川崎市中原区田尻町３５ 044-511-2785

亀谷内科クリニック 川崎市中原区中丸子３６１ 044-411-0011

平間クリニック 川崎市中原区中丸子５８９－１１　Ｍメディカルプラザ３Ｆ 044-431-0802

神田クリニック 川崎市中原区今井上町４６－７　ハルセン武蔵小杉１Ｆ 044-711-5312

清水医院 川崎市中原区今井仲町３０７ 044-722-7369

回生医院 川崎市中原区新城中町２－１０ 044-777-3772

おばな内科クリニック 川崎市中原区上新城２－４－８ 044-753-1003

医療法人社団　おぎわら医院 川崎市中原区宮内２－１２－１ 044-740-7781

中橋メディカルクリニック 川崎市中原区北谷町５１－９ 044-555-5553

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院分院 川崎市高津区梶ヶ谷１－３－１ 044-877-5111

医療法人社団　慶愛会　あおば内科クリニック 川崎市高津区梶ケ谷６－２－８ 044-865-8855

医療法人社団　輔仁会　片倉病院 川崎市高津区新作４－１１－１６ 044-866-2151

溝の口　慶友クリニック 川崎市高津区久本３－１－３１　Ｕ－ＬＡＮＤ溝の口ビル４Ｆ 044-850-8080

たかぎ内科クリニック 川崎市高津区久本３－１４－１－１Ｆ 044-829-1002

川崎医療生活協同組合　久地診療所 川崎市高津区久地４－１９－８ 044-811-7771

内田内科 川崎市高津区久地４－２４－３０　グリーンスクウェア００２号 044-833-0140

医療法人社団　聖友会　小坂クリニック 川崎市高津区溝口１－１３－１８　セキグチビル３Ｆ 044-850-8200

鈴木医院 川崎市高津区溝口２－１８－４６ 044-822-3065

そめや内科クリニック 川崎市高津区末長４５－１ 044-712-3366

医療法人社団　彩新会　ＫＳＰクリニック 川崎市高津区坂戸３－２－１　ＫＳＰ西５０３号 044-829-1153

長瀬クリニック 川崎市高津区下作延３－３－１０　スルバリエ梶ヶ谷２０４ 044-870-5225

はっとりファミリークリニック 川崎市高津区北見方２－１６－１ 044-455-7341

はじかの医院 川崎市高津区北見方３－６－３５ 044-833-3033

聖マリアンナ医科大学病院 川崎市宮前区菅生２－１６－１ 044-977-8111

好生堂医院 川崎市宮前区野川９６３ 044-766-7539

原クリニック 川崎市宮前区鷺沼４－１０－５ 044-854-9133

宮前平内科クリニック 川崎市宮前区宮前平２－１５－２ 044-860-4119

鷺沼診療所 川崎市宮前区有馬１－２２－１６ 044-855-9977

菅野耳鼻咽喉科 川崎市宮前区東有馬３－５－２９　ＫＵＭＡＮＯビル１Ｆ 044-852-8733

本村医院 川崎市宮前区東有馬５－２４－１　サンパルエ１Ｆ 044-870-0233

馬目整形外科・内科クリニック 川崎市宮前区野川１２２ 044-741-3601

村上循環器科内科皮膚科 川崎市宮前区野川３０００ 044-788-8586

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 044-975-2810

神奈川ひまわりクリニック 川崎市宮前区宮崎２－９－１４　プロミネンス宮崎台１Ｆ 044-853-7001

たかはしクリニック 川崎市宮前区宮崎２－１３－１　ドンジョン宮崎台１Ｆ 044-860-1555

おおたけファミリークリニック 川崎市宮前区平１－１－４ 044-862-6225

鎌田クリニック 川崎市宮前区平２－１１－３　ＹＯＵビル１０２号 044-870-8081

くりう内科クリニック 川崎市宮前区神木２－２－１　宮崎台メディカルプラザＡ棟２階 044-862-7272

みやびクリニック 川崎市宮前区南平台３－１７　近藤ビル１F 044-978-1765
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大野医院 川崎市宮前区馬絹１７４５ 044-866-6259

おおば内科クリニック 川崎市宮前区土橋３－３－１　ドゥーエ・アコルデ２０４号室 044-870-0871

多摩クリニック 川崎市多摩区布田２－２４ 044-944-2558

土井医院 川崎市多摩区菅北浦４－１１－２５ 044-945-7155

中野島北口コガワクリニック 川崎市多摩区中野島６－２６－２　Ｆ＆Ｆハイム２Ｆ 044-934-6872

大倉消化器科外科クリニック 川崎市多摩区菅仙谷４－１－５ 044-969-7017

てづか内科・循環器クリニック 川崎市多摩区菅１－５－１２　エピドール稲田堤１Ａ 044-281-3266

医療法人　徳真会　西村クリニック 川崎市多摩区菅２－４－２　サニーサイド２０２ 044-944-2260

豊栄会　稲田堤メディカルクリニック 川崎市多摩区菅２－１５－５ 044-945-0160

コハル内科 川崎市多摩区菅４－１－１　コントライ１０１ 044-949-1555

医療法人社団　聖桜会　須田メディカルクリ
ニック

川崎市多摩区南生田４－２０－２ 044-969-1211

多摩ファミリークリニック 川崎市多摩区登戸新町３３７　エニービル１Ｆ 044-930-5556

登戸内科・脳神経クリニック 川崎市多摩区登戸新町４３４ 044-930-1050

かえでファミリークリニック 川崎市多摩区長尾５－２－２－１０１ 044-930-0330

医療法人社団晃進会　たま日吉台病院 川崎市麻生区王禅寺１１０５ 044-955-8220

新ゆり内科 川崎市麻生区王禅寺西４－３－８ 044-969-3001

医療法人社団　新百合ヶ丘龍クリニック 川崎市麻生区古沢７－１ 044-955-7231

伊奈クリニック 川崎市麻生区白鳥３－５－１　シャンテ１階１０３ 044-988-1401

医療法人社団　新ゆり整形外科 川崎市麻生区上麻生１－３－５ 044-955-1154

新百合ヶ丘石田クリニック 川崎市麻生区上麻生１－５－２　日土地新百合ヶ丘ビル４Ｆ 044-959-3105

川崎医療生活協同組合　あさお診療所 川崎市麻生区上麻生２－１－１０ 044-951-3940

たくこどもクリニック 川崎市麻生区上麻生５－６－１８　泰平ビル柿生２０１ 044-322-0380

ユミカ内科小児科ファミリークリニック 川崎市麻生区上麻生５－４０－１　鈴木ビル１階 044-981-0227

医療法人社団　総生会　麻生リハビリ総合病院 川崎市麻生区上麻生６－２３－５０ 044-981-6878

はるひ野内科クリニック
川崎市麻生区はるひ野４－４－１　はるひ野メディカルヴィレッジＡ棟－１
Ｆ

044-981-0733

池内クリニック 川崎市麻生区栗平２－１－６ 044-981-3330

医療法人社団　健伸会　さくらクリニック 川崎市麻生区万福寺３－２－１ 044-959-1051

新百合山手　福本内科 川崎市麻生区万福寺６－７－２　メディカルモリノビル２Ｆ 044-955-8877
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