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【八王子市】医科３２７施設

医療機関名 住所 主たる診療科

愛弘クリニック 八王子市明神町4-2-7秀和第一八王子レジデンス104 神内・心内・精

あおき形成外科眼科クリニック 八王子市下恩方町350-31 形・眼

青木内科医院 八王子市旭町9-1八王子スクエアビル10F 内

青木メンタルクリニック 八王子市子安町3-6-7サザンエイトビル201 精・神内・心内

あおぞらクリニック 八王子市東町3-11プレイム八王子ビル3F 精・神内・心内・内

赤上消化器内科医院 八王子市平岡町6-1 消・内

穐山耳鼻咽喉科医院 八王子市中野上町4-9-5 耳咽

秋山内科医院 八王子市子安町1-32-7 内・循・小

あけぼのクリニック 八王子市小比企町1722-5 透

あさみ内科クリニック 八王子市中野上町5-5-3　1F 内

天野クリニック 八王子市旭町6-12旭星ビル4F 形・整

あゆむクリニック
八王子市別所2-2-1クレヴィア京王堀之内パークナー
ドⅡ102

小

荒川メンタルクリニック 八王子市横山町25-16フロイデンビル3F 精・神内・心内

安藤外科内科クリニック 八王子市小門町18 外・胃・内・消・整・肛

石井循環器内科クリニック 八王子市散田町5-1-1マンションレフィール1F 内・循

いしづか内科クリニック 八王子市散田町3-13-6 内・循・小

いずみクリニック 八王子市子安町1-11-9 内・神内・小

市川内科クリニック 八王子市南町3-5シュゼル八王子1F 内・消

伊藤内科クリニック 八王子市明神町4-2-7-102 内・循

伊藤内科消化器医院 八王子市大和田町4-15-14 内・消・小

井脇医院 八王子市椚田町1214-1めじろ台ﾊｲﾑ 小・内・皮

いわさレディースクリニック 八王子市高倉町46-2 産婦

岩田医院 八王子市片倉町446-17 内・皮・小

岩本脳神経クリニック
八王子市打越町1197-1ステップコートはけしたビルF
棟4階

脳外・神内・内

うい耳鼻咽喉科 八王子市子安町4-9-6MTビル101 耳咽

植木皮膚科形成外科 八王子市散田町3-6-24 皮・形

うえの整形外科 八王子市初沢町1231-5高尾メディカルビル1F 整

宇津木台クリニック 八王子市久保山町2-43-3 内・消・放

永生クリニック 八王子市椚田町588-17 内・整・神内・ﾘﾊ

永生病院 八王子市椚田町583-15 内・精・神内・循・精・ﾘﾊ・歯

エヌ・エスクリニック 八王子市明神町2-26-9MZビル4F 内・婦・産婦

えびさわ眼科クリニック 八王子市平岡町8-6 眼

エヴァーグリーンこどもクリニック 八王子市上柚木2-5-4 小

AOI八王子病院 八王子市明神町4-21-4 内

大井内科クリニック 八王子市横山町7-5スペースワンビル5F 内・呼

大熊眼科医院 八王子市千人町2-19-15長塚ビル3F 眼

おおくま整形外科クリニック 八王子市台町4-46-10ウィルビラワン1F 整・外・ﾘﾊ
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大熊内科クリニック 八王子市千人町2-19-15長塚ビル3F 内・呼・胃・小

大島医院 八王子市子安町3-5-9 内・小

大島耳鼻咽喉科気管食道科クリニック 八王子市明神町4-5-9 耳・気

おおしま内科医院 八王子市子安町4-15-14　1F 内

太田医院 八王子市石川町2074 内・小

おおぬき内科クリニック 八王子市堀之内2-6-5 内・消

大森クリニック 八王子市横山町3-13矢島ビル4F 精・神内

大山整形外科診療所 八王子市大和田町3-8-7 整・ﾘﾊ

岡島医院 八王子市下柚木671 内・呼・小

岡田内科ペインクリニック 八王子市宇津木町764-9メディカルフラット宇津木1F 内・麻・整・ﾘﾊ

岡部クリニック 八王子市万町123-5 内・小・ア・外

おがたクリニック 八王子市西寺方町624-1 整・外・内

おがわクリニック 八王子市堀之内3-35-13谷合ビル2F 内・小

奥出医院 八王子市台町4-39-12 外・皮・整・胃

奥富皮フ科クリニック 八王子市緑町604-5 皮・内

尾作医院 八王子市暁町1-17-13 内・外

おなかクリニック 八王子市旭町12-12 内・外・胃・肛

恩方病院 八王子市西寺方町105 精・心内・内・皮・眼・歯

介護老人保健施設アメイズ 八王子市中野山王2-8-2

かけい医院 八王子市台町3-17-5 内・歯

鹿島クリニック 八王子市鹿島5 内・小・皮

加地医院 八王子市大楽寺町137 内・小・ア・皮

数井クリニック 八王子市打越町2001-16田代ビル3F 内

勝田医院 八王子市楢原町556-1 外・整・胃・放・内・ﾘﾊ

加藤醫院 八王子市七国4-9-3 小、ア

かとう耳鼻科クリニック 八王子市大和田町5-13-15 耳咽・気

金井内科医院 八王子市東浅川町336-5 内・循・消・呼・小

金子内科クリニック 八王子市旭町6-6ピオスビル4F 内

亀谷診療所 八王子市松木48-10グランドゥール１F 内

かわい耳鼻咽喉科 八王子市南大沢2-2パオレ5F 耳咽

かわさきクリニック 八王子市下恩方町1141-1 内・整・脳外・皮・ﾘﾊ

かわだ眼科 八王子市南大沢2-2パオレ5F 眼

菊池眼科医院 八王子市子安町1-34-12 眼

菊地外科医院 八王子市東浅川町528-1 外・整・内・皮・胃

北野小児科 八王子市北野町545-3きたのタウンビル6F 小・内

北野台内科クリニック 八王子市北野台1-17-17 内

北野台病院 八王子市打越町1068 内・精・呼・循・消・歯

北野内科クリニック 八王子市北野町562-4 内・呼・ア

北野メンタルクリニック 八王子市打越町344-6カリヨンプラス3F 精・神内・心内

北八王子クリニック 八王子市石川町2960-5 内・循
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北原国際病院 八王子市大和田町1-7-23 脳外・神内・循・消・ﾘﾊ

北原ライフサポートクリニック 八王子市子安町4-7-1サザンスカイタワー八王子1F 透

北原RDクリニック 八王子市大和田町4-1-18 放・脳外

絹ヶ丘整形外科・内科診療所 八王子市絹ヶ丘2-5-30 整・外・ﾘﾊ・胃

きむら眼科 八王子市子安町4-10-1 眼

協和病院 八王子市川口町2758 精・歯

日下クリニック 八王子市横川町108-35 内・小

国立あおやぎ会八王子診療所 八王子市明神町4-30-2 内

くぬぎだクリニック 八王子市椚田町554-10 内・消・胃

熊沢内科クリニック 八王子市松木31-18 内・消・循・呼・小

倉田医院 八王子市千人町3-17-20 内・消・小

倉田眼科医院 八王子市寺町55 眼

クリニックグリーングラス 八王子市千人町4-12-3 内

クリニック田島 八王子市元八王子町3-2263-5 脳外・外・内・ﾘﾊ

クリニック0（ゼロ） 八王子市寺田町490 内・ﾘﾊ

黒澤眼科医院 八王子市中野上町2-25-13 眼

グレース皮膚科医院 八王子市中町4-3　3F 皮

京王八王子駅前診療所 八王子市明神町4-7-1京王駅前ビル5F 内・皮

京王八王子クリニック 八王子市明神町4-7-14八王子ONビル2F 内・循・小・ア・消・呼

京王八王子松本眼科 八王子市明神町4-6-2-204 眼

京王八王子山川クリニック 八王子市明神町3-21-1 内・循・透

小泉産婦人科医院 八王子市八幡町14-14 産婦・消・皮・内

小磯クリニック 八王子市堀之内3-4-12メゾンセレナイト1F 小・内

好仁堂　進藤医院 八王子市左入町638-38 内、外

河野皮フ科 八王子市打越町331-2川端ビル2F 皮

こころの訪問診療所　いこま 八王子市打越町344－4　北野シティプラザ2F　206 在、内、精

小島内科医院 八王子市暁町1-22-5 内・消・循

こどもクリニック南大沢 八王子市南大沢2-27フレスコ南大沢4F 小・ア・神内

こどもクリニックえみんぐ 八王子市台町4-33-13 小

小林内科クリニック 八王子市七国4-9-10 内・消

駒木野病院 八王子市裏高尾町273 精・神内・歯・内

小松整形外科 八王子市大和田町5-30-28 整・内

耳鼻咽喉科小宮医院 八王子市台町3-26-3 耳咽

小宮メディカルクリニック 八王子市小宮町1165-2東亜第3ビル1F 内・循・消・整・ﾘﾊ

近藤眼科 八王子市横山町22-3メディカルタワー八王子8F 眼

近藤眼科宇津木クリニック 八王子市宇津木町764-9メディカルフラット宇津木3F 眼

近藤眼科高尾クリニック 八王子市東浅川町548-1ドエルクラ1F 眼

近藤内科医院 八王子市長房町1562-30 内・神内・呼・消・循・放

御殿山クリニック 八王子市遣水428-160 外・循・内

斎藤医院 八王子市鹿島945-89 内・呼・消・循・小・胃
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酒井内科医院 八王子市千人町２−７−８ 内・循内・小

坂本クリニック 八王子市日吉町4-20 外・肛門・消

桜の里診療所 八王子市犬目町560-1 内

ささき医院 八王子市大塚496 小・内

澤渡循環器クリニック
八王子市打越町1197-1ステップコートはけしたビル
1F

内・外・循・心・呼・呼外

澤田内科クリニック 八王子市東浅川町519-3 内・消・循・ﾘﾊ

三愛病院 八王子市宮下町377 内

椎名内科 八王子市本町9-8ベラージュ八王子1F 内・循・ﾘﾊ

柴田産婦人科医院 八王子市横川町515 産婦

白須整形外科クリニック 八王子市子安町1-2-6南口駅前ビル2F 整

白鳥内科医院 八王子市高尾町1580 内・消・循

城山病院 八王子市元八王子町3-2872-1 内・循・ﾘﾊ

新クリニック 八王子市台町2-16-8 産婦

しんや内科 八王子市千人町4-13-2 内、糖、甲状腺、内分泌、代謝内、ア

耳鼻咽喉科　吉田クリニック 八王子市長房町454-12 耳咽

仁和会総合病院 八王子市明神町4-8-1 内・外・整・眼・婦・歯・耳・皮・泌・消・肛・形・放・ﾘﾊ・ﾍﾟ・産婦

菅原脳神経外科クリニック 八王子市万町175-1クリニックビレッジD棟 脳外

杉浦医院みみ・はな・のどクリニック 八王子市宇津木町625-1 耳咽

杉山医院 八王子市片倉町709-9駅前FLAT1F 内・整・外・ﾘﾊ

鈴木診療所 八王子市子安町2-10-14 内・小・放

スマイルこどもクリニック 八王子市散田町5-4-20 小

正樹堂医院 八王子市北野台1-1-5 循・内

清智会記念病院 八王子市子安町3-24-15 整・外・内・ﾘﾊ・脳外

聖パウロ病院 八王子市小比企町1710 精・内

清明会本部診療所 八王子市裏高尾町957 内

青陽園診療所 八王子市川口町1543 内・眼・精

聖隷クリニック南大沢 八王子市南大沢3-16-1 内・精

創価大学保健センター 八王子市丹木町1-236 内

相武病院 八王子市戸吹町323-1 内

青空（そら）レディースクリニック 八王子市旭町8-10比留間ビル5階 産婦

大生医院 八王子市万町82-1 内・消・ﾘﾊ・小

平整形外科クリニック 八王子市本町4-8 整・外・ﾘﾊ

高尾駅南口皮膚科 八王子市初沢町1231-5高尾メディカルビル3F 皮

高尾厚生病院 八王子市南浅川町3815 精・内・歯

高尾耳鼻咽喉科医院 八王子市東浅川町879-4 耳咽

高月整形外科病院 八王子市高月町360 整・形・ﾘﾊ・ﾘ・内・皮・美

高月病院 八王子市宮下町178-4 精

髙山外科眼科医院 八王子市大楽寺町496 外・内・胃・整・小・皮・泌・眼・ﾘﾊ

滝山病院 八王子市犬目町641 精・内

田代眼科クリニック 八王子市中町2-18TSRビル4F 眼
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田島医院 八王子市久保山町2-43-2 外・整・肛・内・消・小

たじま整形外科クリニック 八王子市中野山王1-19-11 整

田島橋クリニック 八王子市石川町486-1 内、心外

館ヶ丘クリニック 八王子市館町1097-2-9 内・皮・泌・ﾘﾊ

田中医院 八王子市椚田町249-1 外・内・胃・麻

田中内科医院 八王子市明神町2-11-1 内・循

田中皮フ科クリニック 八王子市千人町4-13-2 外・整・胃・皮・肛

多摩眼科クリニック 八王子市散田町4-10-11 眼・内・ア・神内

多摩肛門科病院 八王子市堀之内3-9-14 肛

多摩病院 八王子市中野町2082 精・神内・内

台町クリニック 八王子市台町3-24-26 精・神内・心内

知野整形外科医院 八王子市横山町20-15ノモス八王子1F 整・外・ﾘﾊ

辻医院 八王子市横山町21-4 内・皮

辻野クリニック 八王子市散田町3-8-24茂和ビル4F 泌

帝京大学スポーツ医科学クリニック 八王子市大塚359 整

てんじん内科・外科クリニック 八王子市小比企町480-1サニーヒルいそまビル1F 内・外

でかもクリニック 八王子市上野町103-18 内・循・小

東京高尾病院 八王子市高尾町2187 精・内・歯

東京天使病院 八王子市上壱分方町50-1 精・内・歯科・口外

東京天使病院附属駅前クリニック 八王子市明神町4-6-2シャンボール1階 内・整・脳外

東京都八王子福祉園診療所 八王子市西寺方町７６ 内

東郷クリニック 八王子市南大沢2-27フレスコ南大沢4F 胃・外・肛・泌・内

遠山内科・循環器クリニック 八王子市みなみ野2-16-3モンパルテ1F 内・循

敏久内科クリニック 八王子市暁町2-4-9 内・小・婦

鳥羽クリニック 八王子市みつい台1-18-1 内・放・小

富岡クリニック 八王子市横山町8-2小野原ビル2F 皮

同友会八王子診療所 八王子市上川町1620 内・整

内科・循環器内科　クリニック髙田
八王子市別所2-2-1クレヴィア京王堀之内パークナー
ドⅡ1F

内・循

中澤耳鼻咽喉科気管食道科医院 八王子市並木町10-10 耳・気

なかじま耳鼻咽喉科クリニック
八王子市西片倉3-1-21みなみ野クリニックセンター
1F

耳咽

中野団地診療所 八王子市中野山王2-28-9 内・小

中野間クリニック泌尿器科 八王子市千人町2-18-7西八TKビル1F 泌

中濱クリニック 八王子市鑓水2-175-9 内・外・整・歯

中村医院 八王子市めじろ台1-8-14 内・小

中村クリニック 八王子市打越町344-4-2F 内・外・消・ﾘﾊ

中村内科医院 八王子市諏訪町73-2 内・循・呼・糖

なかよしこどもクリニック 八王子市堀之内2-6-5森本ビル201 小・ア

長池脳神経内科 八王子市別所1-75-3 神内・内

長浜内科医院 八王子市台町4-44-10西八平沼ビル2F 内・循・呼

ながふさ共立診療所 八王子市長房町1462-5 内・整・小
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ななくに整形外科 八王子市七国4-9-1 整・外・ﾘﾊ

西島産婦人科医院 八王子市千人町1-8-5 産婦

西てらかた医院 八王子市西寺方町383-1 内・整・眼・小

にしな整形外科 八王子市横川町550-25 整・ﾘﾊ

西八王子腎クリニック 八王子市千人町3-1-19 透

西八王子皮フ科 八王子市散田町3-1-1 皮

西八王子病院 八王子市上川町2150 精・内・神内・内

西八王子松村クリニック 八王子市千人町2-18-15 透・内

弐番街メディカルクリニック 八王子市上柚木3-6-1 内・呼・循・外・小・ア・皮・形・整・婦

沼沢医院 八王子市子安町4-20-9 内・小

根岸耳鼻咽喉科気管食道科医院 八王子市楢原町1483-12 耳咽・ア・呼・内・気

ノアこどもクリニック 八王子市万町175-1 小、ア

野下皮膚科 八王子市楢原町506-4 皮

のま小児科 八王子市みなみ野3-1-8 小

ハイネス憩の丘 八王子市中野町2082-1 精

はぎの医院 八王子市本町11-6 産婦

はざま中山クリニック 八王子市東浅川町709-1新都市はざまビル1F 消・外・内・ﾘﾊ

はしもと小児科 八王子市椚田町557-3 小

東京医科大学八王子医療センター 八王子市館町1163 内・神内・消・循・小・外・整・形・脳外・呼外・心・皮・泌・産婦・眼・麻・耳咽・放・口

八王子東町クリニック 八王子市東町7-6ダヴィンチ八王子7F・8F 内・外・消・循・透

八王子北口耳鼻科・皮ふ科 八王子市旭町8-10比留間ビル5F 耳咽・皮

八王子北クリニック 八王子市美山町1272-2 内

八王子共立診療所 八王子市東町2-3 内・呼・消・循

八王子クリニック 八王子市横山町11-5斗南堂ビル4F 内・外・皮・肛・脳外

八王子クリニック新町 八王子市新町7-10シルバーヒルズ八王子1F・2F 内・消・外・循・脳外・皮・泌

八王子恵愛病院 八王子市館町2232-8 精・神内・心内・内

八王子山王病院 八王子市中野山王2-15-16 内・血・呼・消・循・ア・ﾘﾊ・外・整・乳外・皮・泌・肛・眼・脳外

八王子消化器病院 八王子市万町177-3 内・消・肛・外・麻

八王子循環器クリニック 八王子市万町175-1 循・呼

八王子整形外科 八王子市追分町9-5 整・ﾘﾊ

八王子脊椎外科クリニック 八王子市万町173-1 外・整

八王子中央診療所 八王子市八幡町5-11 内・小・循・呼・消・精

八王子乳腺クリニック 八王子市三崎町4-8篠崎ビル4F 乳腺

八王子泌尿器科 八王子市子安町3-6-7 泌

八王子北部病院 八王子市川口町1540-19 内・ﾘﾊ

八王子市夜間救急診療所 八王子市台町4-33-13 内・外・小

八王子ARTクリニック 八王子市横山町1-3 婦

はちせい健友クリニック 八王子市叶谷町890-5 内・循・呼・ﾘﾊ・ア

はっとり眼科クリニック 八王子市南大沢2-1-6南大沢新館4F 眼

服部クリニック 八王子市別所1-15-18 内・消・小・呼・皮・ﾘﾊ
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林産婦人科 八王子市打越町608-8 産婦

原田クリニック 八王子市中野上町4-11-8 内・循・皮・整・消・肛

原内科医院 八王子市台町2-22-7第2ミネセイビル102 内

ハートランドぐらんぱぐらんま 八王子市美山町1074 内

東中野診療所 八王子市東中野76-2セフネットビル1F 内・外・小

引田レディースクリニック 八王子市南新町21-5 産婦

ひめのクリニック 八王子市堀之内2-10-29日高クリニックビル2F 内・胃・消・ア・小

ひらかわクリニック 八王子市旭町10-13カネダイ八王子4F 神内・精

平川病院 八王子市美山町1076 精・内・神内・歯

福田医院 八王子市大楽寺町426-2 内・小・呼・消・循・放

福原内科クリニック 八王子市八日町4-16 内・小

福圓外科医院 八王子市平岡町1-3 外

藤田眼科 八王子市横山町21-16 眼

富士森内科クリニック 八王子市台町2-14-20 循・小・内・消

富士森内科みなみのクリニック 八王子市西片倉3-1-21 内・消・循・ﾘｳ

古谷医院
八王子市みなみ野1-2-1アクロスモール八王子みなみ
野203-C

内・小

ふれあいつつじヶ丘診療所 八王子市横川町668-69 内

別所メディカルクリニック 八王子市別所1-26-16 整

ほったクリニック 八王子市南大沢1‐22-2 内、在

堀医院 八王子市長沼町202-7 皮・耳咽

ほりごめクリニック 八王子市千人町2-20-2 クローバービル３F 内

孫田クリニック 八王子市旭町6-6ピオスビル5F 内・放

松岡整形外科クリニック 八王子市南大沢2-27フレスコ南大沢4F 整・ﾘﾊ

まつはし内科・循環器クリニック 八王子市大和田町5-7-18 内、循内

松本クリニック 八王子市千人町2-20-2クローバービル3F303 内・整・心内

松本消化器内科クリニック 八王子市散田町3-8-24茂和ビル3F 消・内

まつもと小児・アレルギークリニック 八王子市南大沢2-2パオレ5F 小・ｱ

真宮病院 八王子市南新町23 外・内・ﾘﾊ・整・皮・性・肛・ﾘﾊ・麻

丸岡耳鼻咽喉科 八王子市打越町344-6カリヨンプラス4F 耳咽

三井クリニック 八王子市三崎町9-6アクセス5・4F 内・心内・精

三木耳鼻咽喉科クリニック 八王子市本郷町3-16 耳咽

みぎたクリニック 八王子市本町16-17廣瀬ビル1階 内・乳

右田病院 八王子市暁町1-48-18 内・消・循・外・整・皮・泌・肛・ﾘﾊ・放

水谷医院 八王子市松が谷16 内・心内

三田眼科クリニック 八王子市めじろ台2-18-17 眼

みどりクリニック 八王子市横山町25-15ヴィラエスポワール401号室 精・神内・心内

みなくち皮フ科医院 八王子市南大沢2-2パオレ5F 皮・性

南大沢クリニック 八王子市南大沢5-14-4-1 内・消・小

南大沢婦人科ヒフ科クリニック 八王子市南大沢2-27フレスコ南大沢4F 皮・産婦

南大沢フレスコ眼科 八王子市南大沢2-27フレスコ南大沢4F 眼
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南大沢ホロス由木 八王子市南大沢2-224-5 内

南大沢メディカルプラザ 八王子市南大沢2-25フォレストモール南大沢3階 脳外・小・内・呼・消・循・整・泌・ﾘﾊ

南大沢メディカルプラザ2 八王子市南大沢2-25フォレストモール南大沢2階 整・小

南多摩病院 八王子市散田町3-10-1 内・神内・ア・外・整・婦・眼・消・泌・皮・呼・ﾘﾊ・放・麻・精・産婦

みなみ野眼科クリニック
八王子市西片倉3-1-21みなみ野クリニックセンター
2F

眼

みなみ野グリーンゲイブルズクリニック 八王子市大船町1001 産婦

みなみ野外科・整形外科
八王子市西片倉3-1-21 第１みなみ野クリニックセン
ター2Ｆ

外・整・胃・内・ﾘﾊ

みなみ野こどもクリニック 八王子市西片倉3-1-4 小

みなみ野シティクリニック 八王子市みなみ野5-15-1 内・外・脳外

みなみ野循環器病院 八王子市兵衛1-25-1 循

みなみ野病院 八王子市みなみ野5-30-3 内・リハ

みなみ野レディースクリニック
八王子市西片倉3-1-4第2みなみ野クリニックセン
ター4F

産婦

宮川整形外科 八王子市みなみ野1-2-1アクロスモール2F 整

宮澤内科クリニック 八王子市北野町560-5 内

宮武医院 八王子市片倉町1221-26 内・小・皮

みょうじん糖クリニック 八王子市明神町2-26-9MZビル4F403 糖

むらやま外科クリニック 八王子市北野町545-3きたのタウンビル6F 外・消・肛

めじろ台内科医院 八王子市めじろ台4-12-2 内

めじろ台西澤クリニック 八王子市めじろ台3-1-10 内・透

元八王子耳鼻科 八王子市横川町873-6 耳咽

森整形外科 八王子市大和田町5-26-1 整・内・放・ア・ﾘﾊ

もりた耳鼻咽喉科医院 八王子市別所1-11-26パドーレエスペランサ1F 耳咽・気

森原診療所 八王子市初沢町1231-36京王高尾マンション1F101 内・循・小

野猿峠脳神経外科病院 八王子市下柚木1974-1 脳外・神内・ﾘﾊ・放

山口眼科クリニック 八王子市旭町10-13カネダイ八王子ビル2F 眼

やまざき内科糖尿病クリニック 八王子市明神町4-3-8 940bldg.2階 内、糖

山下内科クリニック 八王子市左入町434-1 内・循・胃・小

山高クリニック 八王子市千人町2-3-10エクセレント2F 外・胃・内・ﾘﾊ

山田ウィメンズクリニック 八王子市明神町3-25-7グランデュールマンション1F 産婦・内

山田皮フ科クリニック 八王子市西片倉3-1-21みなみ野クリニックセンター 皮

山西クリニック 八王子市長沼町1307-11 内・整

やまゆりクリニック 八王子市横川町924-2 内・循・透

横川内科クリニック 八王子市横川町550-23横川田口ビル1F 内・小

横関医院 八王子市旭町13-7 整・ﾘﾊ・婦

吉井内科消化器科医院 八王子市千人町3-2-1KIビル301 胃・消・内

吉岡医院 八王子市みつい台2-3-18 内・小

吉岡内科クリニック 八王子市南大沢3-5-1 内・小・皮・放

よしおか内科クリニック 八王子市川口町3824-3 内

よしこ眼科クリニック 八王子市兵衛1-3-1ミクリスシティ4F2号室 眼

義澤皮膚科内科クリニック 八王子市片倉町342-3K’sビル2F 内・皮
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吉田医院 八王子市大和田町7-4-11 内・小・放

四谷医院 八王子市四谷町722健康館1階 消・外・糖

米山産婦人科病院 八王子市新町2-12 産婦

陵南診療所 八王子市千人町2-20-2クローバービル4F 神内・精

陵北病院 八王子市西寺方町315 内・ﾘﾊ・歯・放

老人保健施設ゆうむ 八王子市西寺方町284 内

わかばやし内科クリニック 八王子市元本郷町2-5-1 内

鷲尾整形外科 八王子市高尾町1620 麻・整・ﾘﾊ

渡辺医院 八王子市長房町373-2 内・小・ア・呼・消・循

渡辺医院分院 八王子市長房町340-12　ｺﾋﾟｵ長房A206 内、呼、アレ、小
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11/17



12/17



13/17

内・外・整・眼・婦・歯・耳・皮・泌・消・肛・形・放・ﾘﾊ・ﾍﾟ・産婦



14/17



15/17

内・神内・消・循・小・外・整・形・脳外・呼外・心・皮・泌・産婦・眼・麻・耳咽・放・口

内・血・呼・消・循・ア・ﾘﾊ・外・整・乳外・皮・泌・肛・眼・脳外



16/17



17/17

内・神内・ア・外・整・婦・眼・消・泌・皮・呼・ﾘﾊ・放・麻・精・産婦


