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【日野市】医科103施設

医療機関名 住所 主たる診療科

アカシアクリニック 日野市日野本町4-1-9エンジュ1F 皮・内・小・神内・漢方・美容皮膚

あきのこどもクリニック 日野市栄町1-5-11ウェストメゾン1F 小・ア

朝がおクリニック 日野市多摩平2-5-1 精、心内

あさひ耳鼻咽喉科クリニック 日野市多摩平1-4-19藤ビル3F 耳咽

朝比奈クリニック 日野市高幡15 内・糖・ア・東洋医学

天野眼科医院 日野市栄町1-19-8 眼

あんどう耳鼻咽喉科 日野市豊田4-35-14 グランデソーレ102号室 耳鼻

石川クリニック 日野市高幡6-3 漢方・内・小・皮・胃・精・神経

いしかわ内科医院 日野市豊田4-34-7オーチャード1階 内・循

石田クリニック 日野市日野1027-1MIYABI　BLDG.2F 内・循

石塚医院
日野市多摩平2-3-4オリエント丹野マンション豊田
106号

内・消・循・整・放・外

胃腸内科・下肢静脈瘤　森末クリニック 日野市多摩平1-4-19-201 消・肛・外・内

井上クリニック 日野市高幡145岡崎ビル201 内・消

平山城址腎クリニック 日野市平山5-38-1平山城址公園駅前ビル 人工透析・内・泌

日野のぞみクリニック 日野市日野本町2-14-9三浦レジデンス105 内・老内

牛尾医院 日野市平山6-5-13 小・ア・内

うちの耳鼻咽喉科クリニック 日野市多摩平3-12-3クレセントハイツ1F 耳咽

英世会クリニック 日野市万願寺1-19-7 放

大川産婦人科医院 日野市多摩平3-14-4 産婦

おおしろクリニック 日野市神明3-6-16アメニティ明和館1F 小・小外・内・外・泌

おやまクリニック 日野市高幡328森久保医療モール202 泌・小泌

回心堂第二病院 日野市万願寺2-34-3 内

加来産婦人科コンチェルト第二 日野市日野本町3-11-4日野スカイマンション202 産婦

かどた皮ふ科・形成外科
日野市多摩平2-5-1クレヴィア豊田多摩平の森
RESIDENCE109

皮・形・ア・美容皮膚

くちらクリニック 日野市日野台5-19-2 整・理学診療・ﾘﾊ

グレイス病院 日野市宮248 内・小

京王平山クリニック 日野市平山2-37-8 内

康明会病院 日野市豊田2-32-1 内・老内・循・胃・放・ﾘﾊ

康明会ホームケアクリニック 日野市日野1451-1 内・外

虚白堂医院 日野市豊田1-22-4 循・内・外

小林医院 日野市豊田4-34-4 内・胃・循

こばやし皮膚科 日野市新町1-20-6ラフィーネビル1F4号室 皮

小松医院 日野市多摩平4-9-1 内・小・胃・循・放

さいとう内科クリニック 日野市南平4-10-4　2-B 内・小・肝内

桜医院 日野市西平山1-2-3 内、皮

佐々木クリニック多摩平 日野市多摩平1-8-10 内・小・循・呼・ア

佐々木クリニック豊田 日野市東平山3-1-1 内・循・血内
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笹島整形外科クリニック 日野市高幡1009-4京王アンフィール高幡1F 整・外

産婦人科コンチェルト 日野市日野2949-4 産婦

塩谷医院 日野市日野1077-33 内・小

柴山内科医院 日野市南平5-1-21 内・小

しみずこどもクリニック 日野市豊田4-34-7オーチャード1階 小

須賀小児科 日野市高幡328森久保医療ビル1F 小

鈴木耳鼻咽喉科 日野市三沢3-53-9 鈴蘭ビル3F 耳咽

鈴木内科クリニック 日野市高幡1009-7 TIKビル2F 内・呼

セイコーエプソン㈱日野事業所健康管理室 日野市日野421-8

青和クリニック 日野市大字新井865-3 内・小・神内・循・腎内・ﾘﾊ

関根クリニック 日野市多摩平3-12-3クレセントハイツ1F 内・呼・循・皮

太陽クリニック
日野市多摩平2-5-1クレヴィア豊田多摩平の森
RESIDENCE110号室

内・小

たいら手の外科・整形外科 日野市石田2-9-17 整・ﾘﾊ・ﾘｳ

高品クリニック 日野市日野本町1-12-13 内・ﾘｳ

高瀬内科クリニック 日野市新町1-20-3エスペラール1F 内・消・胃・ア

たかなしクリニック 日野市新町1-22-5シャルマンビル1F 101号室 内・小・泌・血管

高幡駅前川崎クリニック 日野市高幡1000-2三井住友銀行高幡不動ビル6F 内・外・胃・肛・乳腺

高幡耳鼻咽喉科 日野市高幡1001-8久野第二ビル4F 耳咽

高幡内科 日野市高幡1001-3プレミール高幡3F 内・循

たかはた眼科クリニック 日野市高幡1001-8久野第二ビル6F 眼

高幡皮膚科 日野市高幡1001-8久野第二ビル3F 皮

多摩平小児科 日野市多摩平7-6-3 小

多摩平の森の病院 日野市多摩平3-1-17 ﾘﾊ・老内・老精

多摩平皮膚 日野市多摩平4-1-16 皮

寺田医院 日野市落川2011-11 内・小・皮

中井内科クリニック 日野市万願寺5-6-14カレラエイト1F 内・消・呼

中川クリニック 日野市南平7-18-11 内・消・理学

中島整形外科 日野市高幡328森久保医療モール102 整・ﾘﾊ

七生病院 日野市西平山1-24-1 精・神経

にい眼科 日野市多摩平1-4-19 眼

にしくぼクリニック 日野市石田2-9-21 外・胃・内・ﾘﾊ

ニシムラ整形外科 日野市万願寺1-13-5 整・ﾘﾊ・ﾘｳ

野田医院 日野市豊田3-27-8 整・内・ﾘﾊ

服部眼科 日野市多摩平1-2-3信和ビル2F 眼

はとう眼科 日野市百草971-3 眼

花輪病院 日野市日野本町3-14-15 内・外・整・消・肝・糖・ア・泌・神内

原クリニック 日野市程久保3-18-30 内・小・皮

原脳神経外科クリニック 日野市多摩平1-3-14-1F 脳外・神内・内・整

土方クリニック 日野市万願寺1-13-1 内・小・消・放

日野医院 日野市日野本町4-3-1 内・消・呼・循
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日野いとう眼科 日野市大坂上1-33-1日野駅前ビル4F 眼

日野台診療所 日野市日野台4-26-16 内・小

日野みんなの診療所 日野市東豊田2-16-3
救、小、内、外、整、リハ、麻、脳外、
泌、形、皮

福岡医院 日野市南平8-10-27 内・小

富士電機㈱東京事業所診療所 日野市富士町1 内

堀田診療所 日野市多摩平6-5-1 内・小・婦・皮・泌

堀井内科クリニック 日野市多摩平2-5-3豊田パールハイツ1F 内・胃・呼・循

街のクリニック　日野・八王子 日野市旭が丘6-11-1　ドエル旭が丘102 内、糖、内分、呼内

松浦医院 日野市大坂上2-7-15 内

松田整形外科医院 日野市百草999 百草団地医療センター 2-8-1-201 整・外・ﾘﾊ

みぞべこどもクリニック 日野市高幡507-4リーデンスクエア高幡不動 小

南平山の上クリニック 日野市南平8-4-26 内・外・消・心内

麦倉眼科 日野市程久保3-37-8シーズビル1F 眼

百草園駅前クリニック 日野市百草204-1ガーデンビュー石神D　1F 内・小・消・ア

もぐさ園三沢台診療所 日野市三沢2-12-13 内・小・外・皮

百草の森ふれあいクリニック 日野市百草1042-22 内・神内・整・外ﾘﾊ

望月医院 日野市多摩平6-31-4 外・内・肛・皮

百瀬眼科 日野市高幡116-10京王高幡ショッピングセンター3F 眼

森久保クリニック 日野市高幡328森久保医療モール101 内・消・循・肛・乳腺

山本クリニック 日野市神明4-24-1 内・皮・糖・循・小

よこやま耳鼻咽喉科 日野市新町1-20-6ラフィーネビル1F3号 耳咽

よしだ眼科クリニック 日野市日野本町3-14-16馬場ビル3F 眼

リーデンス皮フ科クリニック 日野市高幡507-4リーデンススクエア高幡不動117 皮

渡辺整形外科 日野市多摩平1-14-2 整・ﾘﾊ・ﾘｳ・ｽﾎﾟｰﾂ整形外科

日野市立病院 日野市多摩平4-3-1
内・循・小・外・整・脳外・皮・泌・産
婦・眼・耳咽・精・歯・口外・ﾘﾊ・放・麻


