
９．小川町内医療機関等一覧表

番号 医療機関等名称 所在地 電話番号 休診日

1 新井眼科クリニック 大塚９０７－１ ７４－１７１１ 月・木・祝

2 飯塚整形外科医院 大塚８６ ７２－３３０８ 木・日・祝

3 いわほりクリニック 上横田８９９－２ ７１－６６０１ 水・日・祝

4 内田医院 大塚１４９－３ ７２－０５１６ 水・日・祝

5 大野クリニック 小川４９１ ７４－１８６８ 日・祝

6 小川赤十字病院 小川１５２５ ７２－２３３３ 日・祝・第２・４土（日赤創立記念日５月１日）

7 木下医院 大塚６６０ ７２－０３７５ 月・木・祝

8 宏仁会小川病院 原川２０５ ７３－２７５０ 日・祝

9 髙野医院 大塚１０３ ７２－００４５ 水・祝・第２・４土・日午後

10 小林内科医院 大塚９３０－１ ８１－３９０２ 日・祝・火木土午後

11 さくら整形外科クリニック みどりが丘２－１０－４ ７１－６４１１ 木・日・祝

12 さつき内科クリニック 小川４７１－１ ７１－６０５０ 水・日・祝・土午後

13 真田医院 みどりが丘２－２－２ ７２－８０２０ 木・日・祝・土午後

14 耳鼻咽喉科野崎医院 大塚１１４９－１ ７２－０３８９ 木・日・祝

15 鈴木医院 腰越１１９４－３ ７２－１２１５ 木・日・祝・土午後

16 瀬川病院 大塚３０－１ ７２－０３２８ 日・祝・木午後

17 田口医院 小川８８－１ ７２－１０３６ 金・祝・日午後

18 竹澤診療所 靭負６００－１ ７４－１１１７ 日・祝

19 田中眼科医院 大塚１１８０－１ ７２－０３０４ 水・日・祝

20 中村産婦人科 大塚１１７６－１ ７２－０３７３ 日・祝・火午後

21 野崎医院 青山１４３９ ７２－０１０１ 金・日・祝

22 パークヒルクリニック 東小川３－９－１ ７４－４１２５ 日・祝・木

23 原医院 大塚８６ ７２－０３６２ 木・日・祝

24 みやざきクリニック 大塚２８５ ７２－２２３３ 木・日・祝

25 柳澤医院 大塚２１－７ ７２－００２４ 火・祝・日午後

1 R＆Fつきのき歯科クリニック 東小川４－６－２ ７４－４６００ 木・祝・日午後

2 あづま歯科医院 小川４８８－２ ７４－５１５１ 水・日・祝

3 新井歯科医院 大塚１２６ ７３－２８２４ 木・日・祝

4 池田歯科医院 角山４９０－１ ７４－３０２０ 水

5 いとう歯科クリニック 増尾１２０ ７２－０１３３ 木・祝・第２日

6 小熊歯科医院 大塚２４ ７２－０２１２ 水・日・祝・金午後

7 髙野歯科医院 大塚５３７ ７３－０１０７ 木・日・祝

8 さいとう歯科医院 増尾４－１ ７１－５２１１ 月・日・祝

9 坂本歯科医院 大塚７６－１ ７４－２２８１ 日・祝・土午後

10 高橋歯科クリニック 大塚９１８－１ ７２－１５８８ 木・日・祝

11 土岐歯科クリニック 青山１３１４－３ ７２－６５０２ 木・日・祝

12 鳥塚歯科医院 大塚１１６８－１ ７２－００１６ 木・日・祝

13 中村歯科医院 大塚５２ ７３－２７６０ 木・日・祝

14 前田歯科医院 大塚２６ ７２－０３４６ 木・日・祝

15 みどりが丘歯科医院 みどりが丘２－２－１ ７４－６４８０ 木・日・祝

16 わたなべ歯科医院 東小川３－１０－２１ ７２－３４２５ 木・日・祝
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番号 医療機関等名称 所在地 電話番号 休診日

1 いずみ接骨院 小川７２１－４ ７３－２３２８ 木・土・日午後

2 第２いずみ接骨院 腰越１７４－１ ７２－５０１０ 日・祝・水土午後

3 小川町接骨院 大塚１３５ ７１－６８８９ 日・祝・水土午後

4 せきね接骨院 小川町８８９－１ ７２－８４９４ 日・祝・土午後

5 利根田接骨院 大塚１０２ ７２－００６７ 日・祝

6 ひかり接骨院 中爪５５３ ５９－９０９３ 日・祝・土午後

7 松田接骨院 小川２６４－１ ７２－０００３ 日・祝

8 やまざき接骨院 大塚２２５－３ ５３－４８７８ 日・祝・土午後

9 みのり接骨院 小川２２４－２０２号 ５９－９９０１ 月

1 あさひ調剤薬局小川店 小川１５２０ ７２－４１９３ 日・祝・第２・４土

2 あずさ薬局 小川４６８－１ ７１－６５２２ 水・日・祝・土午後

3 市川薬局 小川４９７－１１ ７２－０１５９ 日・祝

4 ウエルシア薬局小川町店 小川４３６ ７４－６４５５ 年中無休

5 ウエルシア薬局小川町２号店 小川１２２７ ７１－１２１６ 日

6 えびす堂薬局 大塚９６－３ ８１－７６２０ 木・日・祝

7 大河堂薬局 青山１４７１ ７２－４６００ 金・日・祝

8 オオツカ薬局 大塚９１３－１ ８１－４１４１ 祝・木

9 おがわまち薬局 大塚３２－８ ７２－２０８８ 日

10 おがわまち薬局日赤前店 小川１５２０－４ ７１－５５５２ 日・祝・第２・４土

11 小川薬剤師会薬局 小川７１３－５ ７４－６６２３ 日・祝・第２・４土

12 小川薬剤師会薬局東小川店 東小川３－９－３ ７４－６６４６ 日・祝・木

13 カネミ薬局 大塚１１５０－１ ７２－０８１６ 第１・３日

14 けやき薬局 大塚１１８２ ７２－７８２８ 水・日・祝

15 シマダ薬局 高谷１１６５－６ ７３－１３２６ 日・祝

16 早川薬局 大塚２２７－４ ７４－２４２６ 日・祝

17 松島薬局 大塚１４８－１ ７３－２８２７ 日・祝

18 ミドリ薬局 みどりが丘２－１０－１ ７１－３１２０ 木・日・祝

※休診日の変更や診療科目・診療時間については各医療機関等にお問合せください。
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