
医療法人財団敬寿会 相武病院 192-0001 東京都八王子市戸吹町323-1 042-691-7788 ○

医療法人社団八九十会 高月整形外科
病院

192-0002 東京都八王子市高月町360 042-692-1115 ○

特別医療法人社団愛有会 三愛病院 192-0005 東京都八王子市宮下町377 042-691-4111 ○

医療法人社団寛信会 山下内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0012 東京都八王子市左入町434-1 042-691-1737 ○

鳥羽ｸﾘﾆｯｸ 192-0014
東京都八王子市みつい台1-
18-1

042-691-1044 ○

医療法人社団久保山会 田島医院 192-0023
東京都八王子市久保山町2-
43-2

042-691-7550 ○

医療法人社団宣眞会 宇津木台ｸﾘﾆｯｸ 192-0023
東京都八王子市久保山町2-
43-3

042-691-4880 ○

岡田内科ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ 192-0024
東京都八王子市宇津木町
764-9ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾗｯﾄ宇津木1F

042-696-6441 ○

医療法人社団 小宮ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 192-0031
東京都八王子市小宮町1165-
2東亜第3ﾋﾞﾙ1F

042-639-0666 ○

太田医院 192-0032 東京都八王子市石川町2074 042-642-6938 ○

医療法人社団柏稲会 あだちｸﾘﾆｯｸ 192-0033 東京都八王子市高倉町29-14 042-648-6500 ○

黒澤医院 192-0041
東京都八王子市中野上町2-
25-13

042-622-3211 ○

医療法人社団 原田ｸﾘﾆｯｸ 192-0041
東京都八王子市中野上町4-
11-8

042-622-9297 ○

医療法人社団由和会 あさみ内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0041
東京都八王子市中野上町5-
5-3

042-625-6661 ○

医療法人社団 たじま整形外科ｸﾘﾆｯｸ 192-0042
東京都八王子市中野山王1-
19-11

042-626-4000 ○

医療法人社団徳成会 八王子山王病院 192-0042
東京都八王子市中野山王2-
15-16

042-626-1144 ○

医療法人社団七星会 中野団地診療所 192-0042
東京都八王子市中野山王2-
28-9

042-623-5488 ○

小島内科医院 192-0043 東京都八王子市暁町1-22-5 042-625-5936 ○

医療法人財団興和会 右田病院 192-0043 東京都八王子市暁町1-48-18 042-622-5155 ○

医療法人社団敏誠会 敏久内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0043 東京都八王子市暁町2-4-9 042-624-3535 ○

医療法人社団 大山整形外科診療所 192-0045
東京都八王子市大和田町3-
8-7

042-645-5553 ○

医療法人社団隆雅会 伊藤内科消化器
医院

192-0045
東京都八王子市大和田町4-
15-14

042-642-6734 ○

森整形外科 192-0045
東京都八王子市大和田町5-
26-1

042-644-2671 ○

小松整形外科 192-0045
東京都八王子市大和田町5-
30-28

042-642-4017 ○

一般財団法人 仁和会ｸﾘﾆｯｸ大和田 192-0045
東京都八王子市大和田町6-3-28
ｱｸｼｱ八王子ﾋﾟｭｱﾏｰｸｽ1F

042-631-8715 ○
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田中内科医院 192-0046
東京都八王子市明神町2-11-
1

042-645-6144 ○

医療法人社団せいこう会 ｴﾇ･ｴｽｸﾘﾆｯｸ 192-0046
東京都八王子市明神町2-26-
9MZﾋﾞﾙ4F

042-648-5880 ○

京王八王子山川ｸﾘﾆｯｸ 192-0046
東京都八王子市明神町3-21-
1

042-660-7887 ○

山田ｳｲﾒﾝｽﾞｸﾘﾆｯｸ 192-0046
東京都八王子市明神町3-25-
7ｸﾞﾗﾝﾃﾞｭｰﾙﾏﾝｼｮﾝ1F

042-648-0870 ○

医療法人社団松涛会 伊藤内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0046
東京都八王子市明神町4-2-
7-102

042-644-2770 ○

医療法人社団信隆会 京王八王子ｸﾘﾆｯ
ｸ

192-0046
東京都八王子市明神町4-7-
14八王子ONﾋﾞﾙ2F

042-645-7878 ○

京王八王子駅前診療所 192-0046
東京都八王子市明神町4-7-1
京王駅前ﾋﾞﾙ5F

042-645-8228 ○

一般財団法人 仁和会総合病院 192-0046 東京都八王子市明神町4-8-1 042-644-3711 ○

わかばやし内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0051
東京都八王子市元本郷町2-
5-1

042-622-0550 ○

医療法人社団 八王子中央診療所 192-0053 東京都八王子市八幡町5-11 042-626-5591 ○

医療法人社団文誠会 安藤外科内科ｸﾘ
ﾆｯｸ

192-0054 東京都八王子市小門町18 042-622-4561 ○

医療法人社団緑雄会 福圓外科医院 192-0061 東京都八王子市平岡町1-3 042-622-4061 ○

医療法人社団八誠会 赤上消化器内科
医院

192-0061 東京都八王子市平岡町6-1 042-622-0403 ○

医療法人社団斗南堂 八王子ｸﾘﾆｯｸ新
町

192-0065
東京都八王子市新町7-10ｼﾙ
ﾊﾞｰﾋﾙｽﾞ八王子1F･2F

042-643-1321 ○

医療法人財団興和会 右田健診ｸﾘﾆｯｸ 192-0066
東京都八王子市本町16-17廣
瀬ﾋﾞﾙ1F

042-621-5655 ○

椎名内科 192-0066
東京都八王子市本町9-8ﾍﾞﾗｰ
ｼﾞｭ八王子1F

042-628-4170 ○

医療法人社団誠亮会 福原内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0071 東京都八王子市八日町4-16 042-623-3238 ○

市川内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0072
東京都八王子市南町3-5ｼｭｾﾞ
ﾙ八王子1F

042-620-2272 ○

医療法人財団仁光会 真宮病院 192-0075 東京都八王子市南新町23 042-625-0648 ○

医療法人社団斗南堂 八王子ｸﾘﾆｯｸ 192-0081
東京都八王子市横山町11-5
斗南堂ﾋﾞﾙ4F

042-643-3717 ○

医療法人社団千明会 知野整形外科医
院

192-0081
東京都八王子市横山町20-15
ﾉﾓｽ八王子1F

042-643-0073 ○

大井内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0081
東京都八王子市横山町7-5ｽ
ﾍﾟ-ｽﾜﾝ5F A

042-649-3195 ○

医療法人財団共立医療会 八王子共立
診療所

192-0082 東京都八王子市東町2-3 042-639-7621 ○

医療法人社団心施会 八王子東町ｸﾘﾆｯ
ｸ

192-0082
東京都八王子市東町7-6ﾀﾞヴｨ
ﾝﾁ八王子7F･8F

042-646-6996 ○

医療法人社団おなか会 おなかｸﾘﾆｯｸ 192-0083 東京都八王子市旭町12-12 042-644-1127 ○
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医療法人社団厚誠会 孫田ｸﾘﾆｯｸ 192-0083
東京都八王子市旭町6-6ﾋﾟｵｽ
ﾋﾞﾙ5F

042-627-2086 ○

青木内科医院 192-0083
東京都八王子市旭町9-1八王
子ｽｸｴｱﾋﾞﾙ10F

042-642-0045 ○

医療法人社団同友会 八王子診療所 192-0151 東京都八王子市上川町1620 042-654-7872 ○

医療法人社団光生会 平川病院 192-0152 東京都八王子市美山町1076 042-651-3131 ○

医療法人永寿会 恩方病院 192-0153 東京都八王子市西寺方町105 042-651-3411 ○

医療法人社団瑞翔会 西てらかた医院 192-0153
東京都八王子市西寺方町
383-1

042-650-5055 ○

おがたｸﾘﾆｯｸ 192-0153
東京都八王子市西寺方町
624-1

042-651-3714 ○

医療法人社団主正会 かわさきｸﾘﾆｯｸ 192-0154
東京都八王子市下恩方町
1141-1

042-650-6655 ○

医療法人社団医汪会 東中野診療所 192-0351 東京都八王子市東中野76-2 042-674-1660 ○

ささき医院 192-0352 東京都八王子市大塚496 042-676-6655 ○

鹿島ｸﾘﾆｯｸ 192-0353 東京都八王子市鹿島5 042-676-0776 ○

斎藤医院 192-0353 東京都八王子市鹿島945-89 042-676-1963 ○

水谷医院 192-0354 東京都八王子市松が谷16 042-676-0038 ○

医療法人社団三楽会 ひめのｸﾘﾆｯｸ 192-0355
東京都八王子市堀之内2-10-
29日高ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ2F

042-675-9995 ○

おおぬき内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0355 東京都八王子市堀之内2-6-5 042-678-2771 ○

医療法人社団 おがわｸﾘﾆｯｸ 192-0355
東京都八王子市堀之内3-35-
13谷合ﾋﾞﾙ2F

042-670-3391 ○

医療法人社団 小磯ｸﾘﾆｯｸ 192-0355
東京都八王子市堀之内3-4-
12ﾒｿﾞﾝ･ｾﾚﾅｲﾄ1F

042-674-8088 ○

医療法人社団ｼﾞｰｻﾞｽ 熊沢内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0362 東京都八王子市松木31-18 042-670-3331 ○

医療法人社団 服部ｸﾘﾆｯｸ 192-0363 東京都八王子市別所1-15-18 042-675-0032 ○

医療法人社団順友会 別所ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯ
ｸ

192-0363 東京都八王子市別所1-26-16 042-682-5437 ○

医療法人社団ﾆｭｰﾛｱｿｼｴｲﾂ 長池脳神
経内科

192-0363 東京都八王子市別所1-75-3 042-678-7360 ○

医療法人社団岳 内科･循環器内科ｸﾘ
ﾆｯｸ高田

192-0363
東京都八王子市別所2-2-1
1F

042-670-2039 ○

医療法人社団めぐみ会 南大沢ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ﾌﾟﾗｻﾞ

192-0364
東京都八王子市南大沢2-25
ﾌｫﾚｽﾄﾓｰﾙ3F

042-670-2460 ○

東郷ｸﾘﾆｯｸ 192-0364
東京都八王子市南大沢2-27ﾌ
ﾚｽｺ南大沢4F

042-670-7727 ○

吉岡内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0364 東京都八王子市南大沢3-5-1 042-676-1211 ○
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医療法人社団恵容会 南大沢ｸﾘﾆｯｸ 192-0364
東京都八王子市南大沢5-14-
4-1

042-674-7766 ○

医療法人社団親和会 野猿峠脳神経外
科病院

192-0372
東京都八王子市下柚木1974-
1

042-674-1515 ○

医療法人社団 岡島医院 192-0372 東京都八王子市下柚木671 042-676-8026 ○

医療法人社団恵優会 弐番街ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘ
ﾆｯｸ

192-0373 東京都八王子市上柚木3-6-1 042-670-7288 ○

医療法人社団愛友会 中濵ｸﾘﾆｯｸ 192-0375 東京都八王子市鑓水2-175-9 042-676-1234 ○

医療法人社団朋樹会 御殿山ｸﾘﾆｯｸ 192-0375 東京都八王子市鑓水428-160 042-677-1500 ○

でかもｸﾘﾆｯｸ 192-0902
東京都八王子市上野町103-
18

042-622-3656 ○

岡部ｸﾘﾆｯｸ 192-0903 東京都八王子市万町123-5 042-622-3439 ○

医療法人社団悠仁会 八王子循環器ｸﾘ
ﾆｯｸ

192-0903 東京都八王子市万町175-1 042-620-3580 ○

大生医院 192-0903 東京都八王子市万町82-1 042-622-4769 ○

いずみｸﾘﾆｯｸ 192-0904
東京都八王子市子安町1-11-
9

042-649-4032 ○

医療法人社団幸信会 秋山内科医院 192-0904
東京都八王子市子安町1-32-
7

042-643-0212 ○

医療法人社団慈聖会 鈴木診療所 192-0904
東京都八王子市子安町2-10-
14

042-642-3923 ○

医療法人社団清智会 清智会記念病院 192-0904
東京都八王子市子安町3-24-
15

042-624-5111 ○

大島医院 192-0904 東京都八王子市子安町3-5-9 042-642-1932 ○

おおしま内科医院 192-0904
東京都八王子市子安町4-15-
14 1F

042-620-7755 ○

沼沢医院 192-0904
東京都八王子市子安町4-20-
9

042-622-2369 ○

むらやま外科ｸﾘﾆｯｸ 192-0906
東京都八王子市北野町545-3
きたのﾀｳﾝﾋﾞﾙ6F

042-648-3677 ○

北野小児科 192-0906
東京都八王子市北野町545-3
北野ﾀｳﾝﾋﾞﾙ6F

042-645-8715 ○

医療法人社団豊明会 宮澤内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0906 東京都八王子市北野町560-5 042-656-2855 ○

北野内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0906 東京都八王子市北野町562-4 042-643-1555 ○

山西ｸﾘﾆｯｸ 192-0907
東京都八王子市長沼町1307-
11

042-631-3959 ○

医療法人社団青雲会 北野台病院 192-0911 東京都八王子市打越町1068 042-637-1001 ○

医療法人社団積心会 澤渡循環器ｸﾘﾆｯ
ｸ

192-0911
東京都八王子市打越町1197-1ｽ
ﾃｯﾌﾟｺｰﾄはけしたﾋﾞﾙ1F

042-632-0255 ○

岩本脳神経ｸﾘﾆｯｸ 192-0911
東京都八王子市打越町1197-1ｽ
ﾃｯﾌﾟｺｰﾄはけしたﾋﾞﾙF棟4F

042-632-5585 ○
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中村ｸﾘﾆｯｸ 192-0911 東京都八王子市打越町344-4 042-648-8848 ○

絹ヶ丘整形外科･内科診療所 192-0912 東京都八王子市絹ヶ丘2-5-30 042-637-0077 ○

北野台内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0913
東京都八王子市北野台1-17-
17

042-683-3236 ○

宮武医院 192-0914
東京都八王子市片倉町1221-
26

042-636-8317 ○

医療法人社団YYS会 義澤皮膚科内科ｸ
ﾘﾆｯｸ

192-0914
東京都八王子市片倉町342-
3K's片倉ﾋﾞﾙ2F

042-697-9923 ○

岩田医院 192-0914
東京都八王子市片倉町446-
17

042-635-1482 ○

杉山医院 192-0914
東京都八王子市片倉町709-9
駅前FLAT1F

042-635-0707 ○

医療法人社団卯月会 古谷医院 192-0916
東京都八王子市みなみ野1-2-1ｱｸﾛｽ
ﾓｰﾙ八王子みなみ野2F203-C

042-632-6866 ○

遠山内科･循環器ｸﾘﾆｯｸ 192-0916
東京都八王子市みなみ野2-
16-3ﾓﾝﾊﾟﾙﾃ1F

042-632-8033 ○

医療法人社団健稜会 みなみ野ｼﾃｨｸﾘ
ﾆｯｸ診療所

192-0916
東京都八王子市みなみ野5-
15-1 1F

042-632-5500 ○

医療法人社団志泉会 富士森内科みな
みのｸﾘﾆｯｸ

192-0917
東京都八王子市西片倉3-1-21
第1みなみ野ｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ2F

042-635-6711 ○

みなみ野外科･整形外科 192-0917
東京都八王子市西片倉3-1-
21みなみ野ｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ2-1

042-632-5855 ○

医療法人社団 小林内科ｸﾘﾆｯｸ 192-0919 東京都八王子市七国4-9-10 042-686-0067 ○

医療法人社団純生会 八王子北部病院 193-0801
東京都八王子市川口町1540-
19

042-659-8811 ○

社会福祉法人東京玉葉会指定介護老
人福祉施設青陽園

193-0801 東京都八王子市川口町1543 042-654-5332 ○

よしおか内科ｸﾘﾆｯｸ 193-0801
東京都八王子市川口町3824-
3

042-659-7878 ○

医療法人社団三真会 勝田医院 193-0803 東京都八王子市楢原町556-1 042-625-2727 ○

中村内科医院 193-0812 東京都八王子市諏訪町73-2 042-686-2045 ○

医療法人社団瑞翔会 四谷医院 193-0813
東京都八王子市四谷町722健
康館1F

042-620-5577 ○

八王子保健生活共同組合はちせい 健
友ｸﾘﾆｯｸ

193-0815 東京都八王子市叶谷町890-5 042-622-3662 ○

医療法人社団みのり会 加地医院 193-0816 東京都八王子市大楽寺町137 042-651-5341 ○

医療法人社団和漢会 福田医院 193-0816
東京都八王子市大楽寺町
426-2

042-626-4664 ○

医療法人社団宏誠会 髙山外科眼科医
院

193-0816 東京都八王子市大楽寺町496 042-625-0148 ○

日下ｸﾘﾆｯｸ 193-0823
東京都八王子市横川町108-
35

042-626-0550 ○

横川内科ｸﾘﾆｯｸ 193-0823
東京都八王子市横川町550-
23横川田口ﾋﾞﾙ1F

042-625-7711 ○
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ふれあいつつじヶ丘診療所 193-0823
東京都八王子市横川町668-
69

042-626-0311 ○

医療法人財団共立医療会 ながふさ共
立診療所

193-0824
東京都八王子市長房町1462-
5

042-664-1005 ○

近藤内科医院 193-0824
東京都八王子市長房町1562-
30

042-661-6035 ○

医療法人社団実穂会 渡辺医院 193-0824 東京都八王子市長房町373-2 042-663-3263 ○

医療法人社団ｲﾛﾊ会 ｸﾘﾆｯｸ田島 193-0826
東京都八王子市元八王子町
3-2263-5

042-666-6080 ○

八王子保健生活協同組合 城山病院 193-0826
東京都八王子市元八王子町
3-2872-1

042-665-2611 ○

医療法人社団永生会 南多摩病院 193-0832
東京都八王子市散田町3-10-
1

042-663-0111 ○

医療法人社団太陽会 いしづか内科ｸﾘ
ﾆｯｸ

193-0832
東京都八王子市散田町3-13-
6

042-668-0841 ○

医療法人社団弘智会 松本消化器科内
科ｸﾘﾆｯｸ

193-0832
東京都八王子市散田町3-8-
24茂和ﾋﾞﾙ3F

042-667-1123 ○

石井循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 193-0832
東京都八王子市散田町5-1-1
ﾏﾝｼｮﾝﾚﾌｨｰﾙ1F

042-668-1577 ○

医療法人社団東慈会 中村医院 193-0833
東京都八王子市めじろ台1-
18-4

042-661-5191 ○

金井外科胃腸科 193-0833
東京都八王子市めじろ台2-
10-1

042-663-4846 ○

京王産婦人科ｸﾘﾆｯｸ 193-0833
東京都八王子市めじろ台2-
19-4

042-664-3511 ○

医療法人社団MNC めじろ台西澤ｸﾘﾆｯ
ｸ

193-0833
東京都八王子市めじろ台3-1-
10

042-667-8001 ○

めじろ台内科医院 193-0833
東京都八王子市めじろ台4-
12-2

042-663-0688 ○

金井内科医院 193-0834
東京都八王子市東浅川町
336-5

042-663-1677 ○

医療法人社団善智会 澤田内科ｸﾘﾆｯｸ 193-0834
東京都八王子市東浅川町
519-3

042-669-5606 ○

菊地外科医院 193-0834
東京都八王子市東浅川町
528-1

042-661-7161 ○

医療法人社団仁正会 はざま中山ｸﾘﾆｯｸ 193-0834
東京都八王子市東浅川町
709-1新都市はざまﾋﾞﾙ1F

042-668-3500 ○

医療法人社団昭啓会 大熊内科ｸﾘﾆｯｸ 193-0835
東京都八王子市千人町2-19-
15長塚ﾋﾞﾙ3F

042-667-3488 ○

山高ｸﾘﾆｯｸ 193-0835
東京都八王子市千人町2-3-
10ｴｸｾﾚﾝﾄ2F

042-669-8288 ○

酒井内科医院 193-0835 東京都八王子市千人町2-7-8 042-661-2539 ○

医療法人社団愛香会 倉田医院 193-0835
東京都八王子市千人町3-17-
20

042-661-7915 ○

吉井内科消化器科医院 193-0835
東京都八王子市千人町3-2-
1KIﾋﾞﾙ301

042-666-7661 ○

田中皮ﾌ科ｸﾘﾆｯｸ 193-0835
東京都八王子市千人町4-13-
2

042-661-4800 ○
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医療法人社団俊鈴会 坂本ｸﾘﾆｯｸ 193-0836 東京都八王子市日吉町4-20 042-622-2601 ○

白鳥内科医院 193-0844 東京都八王子市高尾町1580 042-662-3220 ○

医療法人社団真紗会 鷲尾整形外科 193-0844 東京都八王子市高尾町1620 042-667-3741 ○

森原診療所 193-0845
東京都八王子市初沢町1231-36京
王高尾ﾏﾝｼｮﾝ店舗1F101号

042-661-8190 ○

医療法人社団清泉会 富士森内科ｸﾘﾆｯ
ｸ

193-0931 東京都八王子市台町2-14-20 042-621-0300 ○

原内科医院 193-0931
東京都八王子市台町2-22-7
第2ﾐﾈｾｲﾋﾞﾙ102

042-625-7133 ○

医療法人社団 かけい医院 193-0931 東京都八王子市台町3-17-5 042-622-4093 ○

奥出医院 193-0931 東京都八王子市台町4-39-12 042-626-2281 ○

長浜内科医院 193-0931
東京都八王子市台町4-44-10
西八平沼ﾋﾞﾙ2F

042-667-8651 ○

てんじん内科外科ｸﾘﾆｯｸ 193-0934
東京都八王子市小比企町
480-1ｻﾆｰﾋﾙいそまﾋﾞﾙ1階

042-632-8751 ○

井脇医院 193-0942
東京都八王子市椚田町1214
めじろ台ﾊｲﾑ

042-663-2049 ○

田中医院 193-0942 東京都八王子市椚田町249-1 042-665-0221 ○

医療法人社団功仁会 くぬぎだｸﾘﾆｯｸ 193-0942
東京都八王子市椚田町554-
10

042-669-3561 ○

医療法人社団永生会 永生ｸﾘﾆｯｸ 193-0942
東京都八王子市椚田町588-
17

042-661-7780 ○

医療法人社団永生会 ｸﾘﾆｯｸ0(ｾﾞﾛ) 193-0943 東京都八王子市寺田町490 042-666-1556 ○

館ヶ丘ｸﾘﾆｯｸ 193-0944
東京都八王子市館町1097館ｹ
丘団地2-9

042-662-9999 ○

浅見内科医院 190-0001 東京都立川市若葉町1-11-20 042-537-0918 ○

医療法人社団淑美会 富永医院 190-0001
東京都立川市若葉町1-13-2
けやき台団地9-1

042-536-6661 ○

医療法人社団新緑会 鈴木慶やすらぎｸ
ﾘﾆｯｸ

190-0001 東京都立川市若葉町3-3-3 042-538-7135 ○

医療法人社団東京石心会 立川新緑ｸﾘ
ﾆｯｸ

190-0001 東京都立川市若葉町3-54-16 042-535-8711 ○

立川若葉団地ｸﾘﾆｯｸ 190-0001 東京都立川市若葉町4-25-1 042-536-3197 ○

平田循環器･内科 190-0002 東京都立川市幸町2-45-9 042-537-4850 ○

あおば内科ｸﾘﾆｯｸ 190-0002 東京都立川市幸町3-1-3 042-537-7500 ○

松土胃腸科外科医院 190-0002 東京都立川市幸町5-44-10 042-535-6668 ○

うちだ内科医院 190-0002 東京都立川市幸町5-95-4 042-535-3974 ○
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医療法人社団ｸﾛｰﾊﾞｰ会 林整形外科 190-0003 東京都立川市栄町2-59-16 042-534-1131 ○

藤井医院 190-0003 東京都立川市栄町5-22-6 042-536-1702 ○

ふじさわｸﾘﾆｯｸ 190-0003
東京都立川市栄町5-37-12 ｴ
ﾙﾌｧﾊﾟﾚｽ中山1F

042-537-1600 ○

竹田医院 190-0004 東京都立川市柏町3-26-2 042-538-1777 ○

柏町内科･消化器内科ｸﾘﾆｯｸ 190-0004 東京都立川市柏町3-32-1 042-538-1916 ○

菅家医院 190-0004 東京都立川市柏町4-2-15 042-536-4602 ○

医療法人社団弘基会 おおたか脳神経
外科･内科

190-0004
東京都立川市柏町4-56-1 ｸﾞ
ﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞﾙ1FA

042-535-1177 ○

玉川上水ｸﾘﾆｯｸ 190-0004 東京都立川市柏町4-57-29 042-536-0333 ○

ﾈﾓﾄｸﾘﾆｯｸ 190-0004 東京都立川市柏町5-3-60 042-535-7773 ○

医療法人社団高友会 立川通ｸﾘﾆｯｸ 190-0011
東京都立川市高松町2-1-27
立川ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ5F

042-524-7929 ○

医療法人財団良友会 ﾀｳﾝｸﾘﾆｯｸ 190-0011 東京都立川市高松町3-21-9 042-524-2321 ○

たちかわﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 190-0011 東京都立川市高松町3-28-7 042-527-2783 ○

医療法人社団敬好会 石井医院 190-0012 東京都立川市曙町1-19-4 042-522-2030 ○

医療法人社団晴仁会 立川北口駅前ｸﾘ
ﾆｯｸ

190-0012
東京都立川市曙町1-31-2  遠
藤創進ﾋﾞﾙ3F

042-523-2299 ○

医療法人社団正裕会 ﾘﾎﾞｰﾝﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯ
ｸ

190-0012
東京都立川市曙町2-10-1 ふ
どうやﾋﾞﾙ4F

042-548-3715 ○

立川ｸﾘﾆｯｸ 190-0012
東京都立川市曙町2-11-2 ﾌﾛ
ﾑ中武7F

042-526-5900 ○

村上ｸﾘﾆｯｸ 190-0012 東京都立川市曙町2-16-3 042-522-3280 ○

ｸﾘﾆｯｸﾌｧｰﾚ 190-0012
東京都立川市曙町2-34-6 ｺ
ｸｰﾝﾋﾞﾙ5F

042-521-6221 ○

医療法人社団洋徹会 すみとも内分泌ｸ
ﾘﾆｯｸ

190-0012
東京都立川市曙町2-34-6 小
杉ﾋﾞﾙ2F

042-540-8777 ○

佐藤秀昭内科医院 190-0012
東京都立川市曙町2-7-19
MISUMIBldg 6F

042-548-0317 ○

医療法人社団むさしの むさしのｱﾚﾙｷﾞｰ
呼吸器ｸﾘﾆｯｸ

190-0012
東京都立川市曙町2-8-30 三
上ﾋﾞﾙ2F

042-548-3688 ○

医療法人社団正裕会 井上ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯ
ｸ

190-0013
東京都立川市富士見町1-26-
9

042-529-0111 ○

西立川おとなとこどものｸﾘﾆｯｸ 190-0013
東京都立川市富士見町1-31-
18 西立川KIﾋﾞﾙ2F

042-521-3333 ○

唯善ｸﾘﾆｯｸ内科･呼吸器内科 190-0013
東京都立川市富士見町1-34-
9 ｲｰｽﾄﾝﾋﾞﾙ1F

042-527-6711 ○

医療法人社団開自会 奥平ｸﾘﾆｯｸ 190-0013
東京都立川市富士見町4-10-
18

042-540-4180 ○
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医療法人社団福永会 多摩整形外科 190-0013
東京都立川市富士見町7-13-
8

042-525-0727 ○

独立行政法人 国立病院機構災害医療
ｾﾝﾀｰ

190-0014 東京都立川市緑町3256 042-526-5511 ○

楓ｸﾘﾆｯｸららぽｰと立川立飛 190-0015
東京都立川市泉町935-1 らら
ぽｰと立川立飛1F

042-512-5201 ○

医療法人社団 はごろも内科･小児科 190-0021 東京都立川市羽衣町1-16-9 042-522-5234 ○

松生ｸﾘﾆｯｸ 190-0021 東京都立川市羽衣町2-12-27 042-522-7713 ○

野上医院 190-0021 東京都立川市羽衣町2-42-7 042-522-6010 ○

さいとう内科外科ｸﾘﾆｯｸ 190-0021
東京都立川市羽衣町3-12-3
西国立ｸﾞﾘｰﾝﾏﾝｼｮﾝ1F

042-529-5993 ○

医療法人社団健生会立川相互ふれあ
いｸﾘﾆｯｸ 健康管理ｾﾝﾀｰ

190-0022 東京都立川市錦町1-23-4 042-524-7365 ○

みやもとｸﾘﾆｯｸ 190-0022
東京都立川市錦町1-6-18 TM
ﾋﾞﾙ2･3F

042-524-3855 ○

医療法人財団 川野病院 190-0022 東京都立川市錦町1-7-5 042-522-8161 ○

たもり内科ｸﾘﾆｯｸ 190-0022
東京都立川市錦町2-1-33 立
川南口HMﾋﾞﾙ1F

042-548-0808 ○

まつもとｸﾘﾆｯｸ 190-0022
東京都立川市錦町2-1-33 立
川南口HMﾋﾞﾙ2F

042-540-6766 ○

立川駅南泌尿器科皮膚科ｸﾘﾆｯｸ 190-0022
東京都立川市錦町2-1-33 立
川南口HMﾋﾞﾙ3F

042-548-8802 ○

玉置ｸﾘﾆｯｸ 190-0022 東京都立川市錦町2-3-13 042-522-5317 ○

福井ｸﾘﾆｯｸ 190-0022
東京都立川市錦町3-1-16 中
野LKﾋﾞﾙ1F

042-540-2910 ○

社)東京都総合組合保健施設振興協会
総合健保多摩健康管理ｾﾝﾀｰ

190-0022
東京都立川市錦町3-7-10 多
摩石油会館内

042-528-2011 ○

社会福祉法人至誠学舎立川 和光診療
所

190-0022 東京都立川市錦町6-28-15 042-527-0037 ○

田中内科医院 190-0023
東京都立川市柴崎町2-14-25
ｾｿﾞﾝ1F

042-521-7252 ○

医療法人財団 立川中央病院 190-0023 東京都立川市柴崎町2-17-14 042-522-7171 ○

諏訪の森ｸﾘﾆｯｸ 190-0023
東京都立川市柴崎町2-17-21
2F

042-521-0022 ○

医療法人社団貴水会 たはらほほえみｸ
ﾘﾆｯｸ

190-0023
東京都立川市柴崎町2-1-8 第
2中島ﾋﾞﾙ2F

042-569-6230 ○

こども支援総合ｸﾘﾆｯｸもりかわよしゆき小
児科

190-0023
東京都立川市柴崎町2-1-8 第
2中島ﾋﾞﾙ3F

042-540-6525 ○

こぶし脳神経ｸﾘﾆｯｸ 190-0023
東京都立川市柴崎町2-5-8 堤
ﾋﾞﾙ2F

042-548-1374 ○

医療法人社団 秀徳会馬場ｸﾘﾆｯｸ 190-0023
東京都立川市柴崎町3-10-20
渡辺ﾋﾞﾙ1F

042-548-3981 ○

医療法人社団鉄医会 ﾅﾋﾞﾀｽｸﾘﾆｯｸ立川 190-0023
東京都立川市柴崎町3-1-1 ｴ
ｷｭｰﾄ立川4F

042-521-5334 ○
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厚生連ｸﾘﾆｯｸ 190-0023
東京都立川市柴崎町3-6-10
JA東京健康管理ｾﾝﾀｰ

042-529-5677 ○

立川内科ｸﾘﾆｯｸ 190-0023
東京都立川市柴崎町3-8-2 ﾋﾞ
ﾙﾄﾞはなさい5F

042-548-0730 ○

医療法人社団敏和会 西砂川病院 190-0031 東京都立川市砂川町8-2-3 042-535-8811 ○

医療法人社団緑萌会 重城内科ｸﾘﾆｯｸ 190-0032 東京都立川市上砂町1-2-3 042-538-7431 ○

豊泉医院 190-0032 東京都立川市上砂町3-10-13 042-536-3571 ○

医療法人社団豊友会 豊泉胃腸科外科 190-0032 東京都立川市上砂町3-19-2 042-534-7611 ○

古岡整形外科 190-0032 東京都立川市上砂町3-55-10 042-535-5558 ○

砂川医院 190-0032 東京都立川市上砂町4-22-1 042-536-2734 ○

やましたｸﾘﾆｯｸ 190-0033
東京都立川市一番町2-36-5
清水ﾋﾞﾙ3F

042-569-7555 ○

医療法人社団 岡部医院 190-0033 東京都立川市一番町2-46-10 042-531-3391 ○

めぐろｸﾘﾆｯｸ 190-0034 東京都立川市西砂町6-6-16 042-520-1234 ○

国家公務員共済組合連合会立川病院
健康医学ｾﾝﾀｰ

190-8531 東京都立川市錦町4-2-22 042-523-3147 ○

北町診療所 180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町
1-1-3

0422-22-8151 ○

中田内科ｸﾘﾆｯｸ 180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町
2-1-14

0422-28-4600 ○

もとはし内科 180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町
2-19-9

0422-23-6886 ○

おいかわこどもｸﾘﾆｯｸ 180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町
2-2-17

0422-20-3715 ○

沼田内科小児科医院 180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町
2-5-17

0422-22-7260 ○

松井健診ｸﾘﾆｯｸ吉祥寺ﾌﾟﾚｲｽ 180-0002
東京都武蔵野市吉祥寺東町
1-19-23

0422-22-2036 ○

松本医院 180-0002
東京都武蔵野市吉祥寺東町
1-23-3

0422-22-5755 ○

松井ｸﾘﾆｯｸ 180-0002
東京都武蔵野市吉祥寺東町
2-17-27

0422-20-1001 ○

宮崎ｸﾘﾆｯｸ 180-0002
東京都武蔵野市吉祥寺東町
3-8-9

0422-23-6555 ○

吉祥寺･藤田ｸﾘﾆｯｸ 180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町
1-1-10 吉祥寺MAﾋﾞﾙ7F

0422-40-5177 ○

国沢泌尿器皮ﾌ科 180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町
1-11-13

0422-42-6855 ○

むらくにｸﾘﾆｯｸ 180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町
1-5-12 松井ﾋﾞﾙ2F

0422-76-8036 ○

吉祥寺榊原ｸﾘﾆｯｸ 180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町
1-8-6  ｶｰｻｶﾙﾑ吉祥寺2F

0422-48-6311 ○
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藤田整形外科 180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町
1-9-10

0422-46-1017 ○

瀧澤医院 180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町
2-10-11

0422-43-3221 ○

吉祥寺駅前ｸﾘﾆｯｸ 180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町
2-2-5 ｱｽｺｰﾅﾐｴﾋﾞﾙ7F

0422-72-3088 ○

吉祥寺南町診療所 180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町
2-5-3 石川ﾋﾞﾙ1F

0422-49-9820 ○

吉祥寺南病院 180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町
3-14-4

0422-45-2161 ○

むさし野ｸﾘﾆｯｸ 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
1-10-3 古城会館7F

0422-21-1411 ○

石澤敦ｸﾘﾆｯｸ 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-
21-2 ｸﾞﾛｰﾘｵ吉祥寺本町205,206

0422-20-0755 ○

吉祥寺あさひ病院 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
1-30-12

0422-22-1120 ○

木下循環器呼吸器内科ｸﾘﾆｯｸ 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
1-33-6

0422-22-8300 ○

前田内科･胃腸科 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
1-34-18 丸山ﾋﾞﾙ1F

0422-29-7557 ○

晴朗ｸﾘﾆｯｸ 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
2-10-12 ｺﾘﾄﾞｰﾙ吉祥寺102

0422-23-7234 ○

吉祥寺ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
2-13-4 井野ﾋﾞﾙ202

0422-23-2820 ○

中じまｸﾘﾆｯｸ 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
2-14-5 SAURUS吉祥寺2F

0422-21-6251 ○

安岡整形外科脳外科ｸﾘﾆｯｸ 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
2-14-8

0422-20-2010 ○

松倉ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
2-2-14 HNﾋﾞﾙ8F

0422-20-0055 ○

森本病院 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
2-2-5

0422-22-5161 ○

時計台ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
3-10-14 まるともﾋﾞﾙ101

0422-20-1151 ○

渡辺医院 180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
4-7-9

0422-22-8937 ○

ﾀﾜｰｽﾞ内科ｸﾘﾆｯｸ 180-0006
東京都武蔵野市中町1-12-10
武蔵野ﾀﾜｰｽﾞｽｶｲｹﾞｰﾄﾀﾜｰ5F

0422-50-1331 ○

樋口ｸﾘﾆｯｸ 180-0006
東京都武蔵野市中町1-13-1
駅前田辺ﾋﾞﾙ2F

0422-56-3588 ○

内科 いしだｸﾘﾆｯｸ 180-0006
東京都武蔵野市中町1-17-2
ｽﾃﾗ武蔵野2F

0422-53-1115 ○

きくざとﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 180-0006
東京都武蔵野市中町1-23-3
ｱﾄﾞﾘｰﾑ三鷹1F

0422-56-3255 ○

高橋医院 180-0006 東京都武蔵野市中町2-13-25 0422-52-3149 ○

吉方病院 180-0006 東京都武蔵野市中町2-2-4 0422-52-4371 ○

中町内科医院 180-0006 東京都武蔵野市中町2-31-12 0422-55-1203 ○
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良寛こどもﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 180-0006
東京都武蔵野市中町2-4-5-
1F

0422-27-8621 ○

じょういち医院 180-0006
東京都武蔵野市中町2-5-3 幸
楽ﾋﾞﾙ1F

0422-51-2006 ○

よしかた内科 180-0011
東京都武蔵野市八幡町3-1-
19

0422-50-0351 ○

らいおんﾊｰﾄ武蔵野脳神経外科内科ｸﾘ
ﾆｯｸ

180-0011
東京都武蔵野市八幡町3-1-
25

0422-52-6600 ○

にしくぼ診療所 180-0012 東京都武蔵野市緑町2-1-40 0422-50-2825 ○

第一臼田医院 180-0013
東京都武蔵野市西久保1-18-
16

0422-54-1032 ○

むさしの共立診療所 180-0013
東京都武蔵野市西久保2-17-
11

0422-52-2512 ○

東医院 180-0013
東京都武蔵野市西久保2-32-
10

0422-51-6201 ○

かたおか医院 180-0013
東京都武蔵野市西久保3-2-
22 ｲﾉｸﾞﾘｰﾝﾌｫﾚｽﾄ1F

0422-50-5311 ○

友利医院 180-0014 東京都武蔵野市関前2-5-14 0422-51-7365 ○

小森病院 180-0014 東京都武蔵野市関前3-3-15 0422-55-8311 ○

田原医院 180-0014 東京都武蔵野市関前3-3-9 0422-51-8458 ○

境橋ｸﾘﾆｯｸ 180-0014 東京都武蔵野市関前5-21-5 0422-53-5984 ○

桜堤ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 180-0021
東京都武蔵野市桜堤2-8-55-
118

0422-53-1111 ○

松井内科 180-0021 東京都武蔵野市桜堤3-3-4 0422-51-4641 ○

武蔵境病院 180-0022 東京都武蔵野市境1-18-6 0422-51-0301 ○

森医院 180-0022 東京都武蔵野市境1-2-3 0422-52-8400 ○

春木医院 180-0022 東京都武蔵野市境1-5-4 0422-51-4567 ○

境･藤田ｸﾘﾆｯｸ 180-0022 東京都武蔵野市境1-7-5 0422-37-9588 ○

かみやま内科ｸﾘﾆｯｸ 180-0022
東京都武蔵野市境1-9-9 温泉
通りﾋﾞﾙ1F

0422-60-3188 ○

長沼整形外科･内科医院 180-0022 東京都武蔵野市境2-13-6 0422-59-1300 ○

ｽｲﾝｸﾞ･ﾋﾞﾙ野崎ｸﾘﾆｯｸ 180-0022
東京都武蔵野市境2-14-1 ｽｲ
ﾝｸﾞ8F

0422-36-3534 ○

かしわでｸﾘﾆｯｸ 180-0022 東京都武蔵野市境2-15-5 0422-38-7277 ○

おおやｸﾘﾆｯｸ 180-0022 東京都武蔵野市境2-8-3 0422-51-3001 ○

佐々木産婦人科 180-0022 東京都武蔵野市境4-10-8 0422-54-9311 ○
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青木小児科医院 180-0022 東京都武蔵野市境4-16-15 0422-51-7628 ○

はせがわ内科 180-0022 東京都武蔵野市境4-4-1 0422-53-0001 ○

いちむら内科ｸﾘﾆｯｸ 180-0023
東京都武蔵野市境南町1-30-
16

0422-39-4123 ○

若狭内科ｸﾘﾆｯｸ 180-0023
東京都武蔵野市境南町2-12-
12 ヴｨﾗｷｬｽｹｰﾄﾞ1F

0422-34-5266 ○

ごとう内科･循環器ｸﾘﾆｯｸ 180-0023
東京都武蔵野市境南町2-20-
6

0422-32-5048 ○

境南ｸﾘﾆｯｸ 180-0023
東京都武蔵野市境南町2-7-
19 境南ｽｶｲﾋﾞﾙ3F･4F･5F

0422-33-8411 ○

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾘﾆｯｸ武蔵境 180-0023
東京都武蔵野市境南町2-8-
19 小田急ﾊﾞｽ武蔵境ﾋﾞﾙ1F

0422-39-5654 ○

まつもとﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 180-0023
東京都武蔵野市境南町2-9-3
大矢ﾋﾞﾙ2F

0422-39-5315 ○

甲賀ｸﾘﾆｯｸ 180-0023
東京都武蔵野市境南町3-12-
2

0422-30-7707 ○

湯川ﾘｳﾏﾁ内科ｸﾘﾆｯｸ 180-0023
東京都武蔵野市境南町3-14-
6 山桃ﾋﾞﾙ3F

0422-31-1155 ○

前澤ｸﾘﾆｯｸ 180-0023
東京都武蔵野市境南町3-15-
21

0422-30-2861 ○

武蔵境病院付属あんずｸﾘﾆｯｸ 180-0023
東京都武蔵野市境南町4-1-
15

0422-50-9770 ○

富士見台医院 180-0023
東京都武蔵野市境南町5-11-
2

0422-31-8050 ○

下川整形外科 181-0001 東京都三鷹市井の頭1-24-14 0422-43-5933 ○

笹本医院 181-0001 東京都三鷹市井の頭1-31-22 0422-44-5802 ○

松川内科ｸﾘﾆｯｸ 181-0001 東京都三鷹市井の頭2-1-17 0422-70-5525 ○

高水ｸﾘﾆｯｸ 181-0001 東京都三鷹市井の頭2-14-2 0422-76-1232 ○

石井医院 181-0001 東京都三鷹市井の頭2-32-37 0422-44-3090 ○

牟礼の里駅前ｸﾘﾆｯｸ 181-0001 東京都三鷹市井の頭2-7-9 0422-40-6054 ○

藤林医院 181-0001 東京都三鷹市井の頭3-12-15 0422-43-4322 ○

岡庭医院 181-0001 東京都三鷹市井の頭3-21-16 0422-43-8367 ○

若林医院 181-0001 東京都三鷹市井の頭4-16-10 0422-43-0526 ○

本田医院 181-0002 東京都三鷹市牟礼1-12-10 0422-43-8310 ○

三鷹さくらｸﾘﾆｯｸ 181-0002 東京都三鷹市牟礼2-11-5 0422-43-6410 ○

牟礼高山診療所 181-0002 東京都三鷹市牟礼4-2-14 0422-70-4976 ○
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むれｸﾘﾆｯｸ 181-0002 東京都三鷹市牟礼6-4-8 0422-44-1739 ○

天神前ｸﾘﾆｯｸ 181-0002 東京都三鷹市牟礼7-1-24 0422-71-8191 ○

しんかわ医院 181-0002 東京都三鷹市牟礼7-5-14 0422-70-5711 ○

まさ整形外科 181-0003 東京都三鷹市北野4-12-17 0422-70-6670 ○

いりえ内科ｸﾘﾆｯｸ 181-0003 東京都三鷹市北野4-5-30 03-5314-3577 ○

ゆうあいｸﾘﾆｯｸ 181-0004 東京都三鷹市新川4-25-18 0422-41-6611 ○

新川ｸﾘﾆｯｸ 181-0004 東京都三鷹市新川5-6-21 0422-43-0123 ○

川越内科ｸﾘﾆｯｸ 181-0004 東京都三鷹市新川6-25-4 0422-24-2231 ○

所澤ｸﾘﾆｯｸ 181-0004 東京都三鷹市新川6-9-6 0422-76-6055 ○

ﾖｼｺｸﾘﾆｯｸ 181-0011 東京都三鷹市井口1-22-24 0422-32-5517 ○

小島内科ｸﾘﾆｯｸ 181-0012 東京都三鷹市上連雀2-4-8 0422-45-1210 ○

篠原医院 181-0012 東京都三鷹市上連雀2-9-5 0422-45-1859 ○

浅野ｸﾘﾆｯｸ 181-0012 東京都三鷹市上連雀3-5-19 0422-46-5512 ○

高山医院 181-0012 東京都三鷹市上連雀4-2-29 0422-43-0700 ○

三鷹中央病院 181-0012 東京都三鷹市上連雀5-23-10 0422-44-6161 ○

うちはら内科ｸﾘﾆｯｸ 181-0012 東京都三鷹市上連雀7-11-7 0422-40-6180 ○

鎌田医院 181-0013 東京都三鷹市下連雀1-30-12 0422-43-4621 ○

吉祥寺通り花岡ｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀1-9-24 0422-47-8799 ○

下田医院 181-0013 東京都三鷹市下連雀2-18-1 0422-44-3710 ○

ｻﾝｸﾘﾆｯｸ三鷹 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-15-18 0422-44-5660 ○

平嶺医院 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-24-7 0422-43-2838 ○

片平内科ｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-12 0422-79-0271 ○

東郷医院 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-34-13 0422-70-3050 ○

みたか中村脳神経外科ｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-34-15 0422-40-5070 ○

三鷹駅前内科･糖尿病ｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-36-1 0422-24-8010 ○
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みたか南口泌尿器科ｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-36-1 0422-26-8075 ○

三木ｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-37-8 0422-71-7001 ○

みたかﾍﾙｽｹｱｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4 0422-40-0102 ○

むさし野さいとうｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-43-19 0422-70-1071 ○

ｻｳｽﾎﾟｲﾝﾄMYｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-43-23 0422-46-7851 ○

かんの内科 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-44-17 0422-40-5022 ○

三鷹南口内科 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-7-29 0422-43-2122 ○

高松ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀4-16-12 0422-70-1035 ○

たきがわｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀4-20-15 0422-41-7777 ○

東京国際大堀病院 181-0013 東京都三鷹市下連雀4-8-40 0422-47-1000 ○

角田外科消化器科医院 181-0013 東京都三鷹市下連雀4-9-1 0422-45-3251 ○

三鷹病院 181-0013 東京都三鷹市下連雀5-1-12 0422-47-0800 ○

篠原病院 181-0013 東京都三鷹市下連雀6-13-10 0422-46-2251 ○

くぼかわ内科医院 181-0013 東京都三鷹市下連雀6-2-16 0422-24-7353 ○

173総合内科ｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀6-8-50 0422-26-5173 ○

みなみうら生協診療所 181-0013 東京都三鷹市下連雀7-1-27 0422-48-4121 ○

あんず訪問ｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀7-8-15 0422-70-5112 ○

野村病院 181-0013 東京都三鷹市下連雀8-3-6 0422-47-4848 ○

三鷹第一ｸﾘﾆｯｸ 181-0013 東京都三鷹市下連雀8-9-21 0422-46-4141 ○

のざきはちまん前内科 181-0014 東京都三鷹市野崎1-22-8 0422-48-3735 ○

萩原医院 181-0014 東京都三鷹市野崎2-11-16 0422-31-1500 ○

野崎医院 181-0014 東京都三鷹市野崎3-18-18 0422-31-8373 ○

天文台ｸﾘﾆｯｸ 181-0015 東京都三鷹市大沢1-17-2 0422-30-7929 ○

奥田医院 181-0015 東京都三鷹市大沢4-13-12 0422-32-8151 ○

八幡診療所 181-0015 東京都三鷹市大沢5-3-11 0422-31-8092 ○
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あかいしｸﾘﾆｯｸ 181-0016 東京都三鷹市深大寺2-35-29 0422-39-5941 ○

青梅成木台病院 198-0001 東京都青梅市成木1-447 0428-74-4111 ○

小曾木診療所 198-0003
東京都青梅市小曾木4-2787-
3

0428-74-5340 ○

土田医院 198-0004
東京都青梅市根ヶ布2-1370-
37

0428-84-0801 ○

大門診療所 198-0014 東京都青梅市大門3-11-1 0428-30-3636 ○

東原診療所 198-0021 東京都青梅市今寺5-10-46 0428-33-9250 ○

百瀬医院 198-0022 東京都青梅市藤橋2-10-2 0428-31-3328 ○

武蔵野台病院 198-0023 東京都青梅市今井1-2586 0428-31-6632 ○

青梅今井病院 198-0023 東京都青梅市今井1-2609-2 0428-31-8821 ○

大堀医院 198-0023
東京都青梅市今井5-2440-
178

0428-31-9098 ○

ゆだｸﾘﾆｯｸ 198-0024 東京都青梅市新町2-18-7 0428-30-0880 ○

千葉医院 198-0024 東京都青梅市新町2-32-1 0428-32-5888 ○

あさひ整形外科ｸﾘﾆｯｸ 198-0024
東京都青梅市新町3-3-1宇源
ﾋﾞﾙ2階

0428-32-4567 ○

新町ｸﾘﾆｯｸ 198-0024 東京都青梅市新町3-53-5 0428-31-5312 ○

野本医院 198-0024 東京都青梅市新町5-11-2 0428-31-7155 ○

青梅順心眼科ｸﾘﾆｯｸ 198-0024 東京都青梅市新町9-4-4 0428-31-4146 ○

中島内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 198-0031 東京都青梅市師岡町3-19-13 0428-20-2611 ○

荒巻医院 198-0032 東京都青梅市野上町4-3-6 0428-24-8561 ○

河辺駅前ｸﾘﾆｯｸ 198-0036
東京都青梅市河辺町10-11-1ｽﾌﾟﾘﾝ
ｸﾞ河辺駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ102号

0428-21-5588 ○

片平医院 198-0036
東京都青梅市河辺町10-16-
20

0428-21-1741 ○

桜井ｸﾘﾆｯｸ 198-0036 東京都青梅市河辺町4-4-8 0428-22-3277 ○

丹生ｸﾘﾆｯｸ 198-0036
東京都青梅市河辺町5-13-5
ｼｬﾙﾏﾝﾌｧﾐｰﾕ東京1階

0428-20-0078 ○

坂元医院 198-0036
東京都青梅市河辺町5-21-3
ﾍﾞﾘﾃﾋﾞﾙ1階

0428-21-0019 ○

なごみｸﾘﾆｯｸ 198-0036 東京都青梅市河辺町8-13-19 0428-31-8038 ○

吉野医院 198-0036 東京都青梅市河辺町8-7-7 0428-31-2350 ○
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東青梅診療所 198-0042 東京都青梅市東青梅1-7-5 0428-25-8651 ○

小林医院 198-0042 東京都青梅市東青梅2-10-2 0428-24-2819 ○

林ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 198-0042 東京都青梅市東青梅3-8-8 0428-20-1887 ○

進藤医院 198-0043
東京都青梅市千ヶ瀬町6-797-
1

0428-78-3111 ○

田中医院 198-0044 東京都青梅市西分町2-53 0428-22-2762 ○

友田ｸﾘﾆｯｸ 198-0051 東京都青梅市友田町3-136-1 0428-25-1173 ○

下奥多摩医院 198-0052 東京都青梅市長淵4-376-1 0428-22-2580 ○

井上医院 198-0052 東京都青梅市長淵7-379 0428-24-2552 ○

多摩ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 198-0052 東京都青梅市長淵9-1412-4 0428-24-3798 ○

梅郷診療所 198-0063 東京都青梅市梅郷3-755-1 0428-76-0112 ○

青梅医院 198-0082 東京都青梅市仲町241 0428-22-2043 ○

大河原森本医院 198-0082 東京都青梅市仲町251 0428-22-2047 ○

笹本医院 198-0084 東京都青梅市住江町58 0428-24-3955 ○

青梅三慶病院 198-0086 東京都青梅市大柳町1412 0428-24-7501 ○

馬場医院 198-0171 東京都青梅市二俣尾1-249-1 0428-78-7651 ○

二俣尾診療所 198-0171 東京都青梅市二俣尾4-954-1 0428-78-8981 ○

沢井診療所 198-0172 東京都青梅市沢井2-850-3 0428-78-8432 ○
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