
令和3年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（東京都）

高瀬内科クリニック 191-0002
日野市新町1-20-3
ｴｽﾍﾟﾗｰﾙ1F

042-582-7228 ○

たかなしクリニック 191-0002
日野市新町1-22-5
ｼｬﾙﾏﾝﾋﾞﾙ101

042-585-2347 ○

医療法人社団健生会
日野台診療所

191-0003 日野市日野台4-26-16 042-581-6175 ○

くちらクリニック 191-0003 日野市日野台5-19-2 042-583-6515 ○

高品クリニック 191-0011 日野市日野本町1-12-13 042-583-7822 ○

医療法人社団のぞみの朋
日野のぞみクリニック

191-0011
日野市日野本町2-14-9
三浦ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ105号

042-843-1445 ○

医療法人社団厚潤会
花輪病院

191-0011 日野市日野本町3-14-15 042-582-0061 ○

アカシアクリニック 191-0011
日野市日野本町4-1-9
ｴﾝｼﾞｭ1F

042-587-8616 ○

日野医院 191-0011 日野市日野本町4-3-1 042-581-0309 ○

石田クリニック 191-0012
日野市日野1027-1
MIYABI BLDG. 2F

042-843-2608 ○

塩谷医院 191-0012 日野市日野1077-33 042-581-0158 ○

医療法人社団康明会
康明会ホームケアクリニック

191-0012
日野市日野1451-1
ｼﾙﾊﾞｰﾋﾞﾚｯｼﾞ日野ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1F

042-589-0009 ○

医療法人社団青秀会
グレイス病院

191-0013 日野市宮248 042-584-5119 ○

医療法人社団順松会
おおしろクリニック

191-0016
日野市神明3-6-16
ｱﾒﾆﾃｨ明和館1F-1

042-589-6780 ○

医療法人社団山本クリニック 191-0016 日野市神明4-24-1 042-584-5633 ○

医療法人社団フレア
にしくぼクリニック

191-0021 日野市石田2-9-21 042-589-3532 ○

医療法人社団桃實会
青和クリニック

191-0022 日野市新井865-3 042-594-1900 ○

医療法人社団土方クリニック 191-0024 日野市万願寺1-13-1 042-587-7171 ○

医療法人社団正永会
ニシムラ整形外科

191-0024 日野市万願寺1-13-5 042-587-2220 ○

医療法人社団回心会
回心堂第二病院

191-0024 日野市万願寺2-34-3 042-584-0099 ○

中井内科クリニック 191-0024
日野市万願寺5-6-14
ｶﾚﾗｴｲﾄ1F

042-583-7675 ○

医療法人社団晴和会
高幡駅前川崎クリニック

191-0031
日野市高幡1000-2
三井住友銀行高幡不動ﾋﾞﾙ6F

042-599-0036 ○

高幡内科 191-0031
日野市高幡1001-3
ﾌﾟﾚﾐｰﾙ高幡3F

042-591-2848 ○

医療法人社団仁智会
鈴木内科クリニック

191-0031
日野市高幡1009-7
TIKﾋﾞﾙ2F

042-599-7021 ○

医療法人社団徹緑会
井上クリニック

191-0031
日野市高幡145
岡崎ﾋﾞﾙ201

042-593-8988 ○

朝比奈クリニック 191-0031 日野市高幡15 042-506-5117 ○

医療法人社団もりくぼ会
森久保クリニック

191-0031
日野市高幡328
森久保医療ﾓｰﾙ101

042-594-6778 ○
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医療法人社団方伎会
石川クリニック

191-0031 日野市高幡6-3 042-593-8113 ○

もぐさ園三沢台診療所 191-0032 日野市三沢2-12-13 042-592-0466 ○

医療法人社団平成優和会
百草の森ふれあいクリニック

191-0033 日野市百草1042-22 042-599-7068 ○

百草園駅前クリニック 191-0033
日野市百草204-1
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞｭｰ石神D1

042-599-3266 ○

医療法人社団草和会
松田整形外科医院

191-0033
日野市百草999
百草医療ｾﾝﾀｰ内

042-593-8175 ○

寺田医院 191-0034 日野市落川2011-11 042-591-2852 ○

さいとう内科クリニック 191-0041 日野市南平4-10-4 2-B 042-591-0100 ○

医療法人社団清光会
柴山内科医院

191-0041 日野市南平5-1-21 042-594-3688 ○

医療法人社団中川クリニック 191-0041 日野市南平7-18-11 042-594-0313 ○

福岡医院 191-0041 日野市南平8-10-27 042-591-3600 ○

医療法人社団緑のこころ
南平山の上クリニック

191-0041 日野市南平8-4-26 042-599-7877 ○

原クリニック 191-0042 日野市程久保3-18-30 042-591-6613 ○

京王平山クリニック 191-0043 日野市平山2-37-8 042-592-5111 ○

医療法人社団心施会
平山城址腎クリニック

191-0043
日野市平山5-38-1
平山城址公園駅前ﾋﾞﾙ

042-599-2311 ○

牛尾医院 191-0043 日野市平山6-5-13 042-591-2001 ○

医療法人社団康明会
康明会病院

191-0053 日野市豊田2-32-1 042-584-5251 ○

野田医院 191-0053 日野市豊田3-27-8 042-581-0435 ○

医療法人社団小林医院 191-0053 日野市豊田4-34-4 042-581-0433 ○

いしかわ内科医院 191-0053
日野市豊田4-34-7
ｵｰﾁｬｰﾄﾞ1階

042-589-2244 ○

医療法人社団佐々木クリニック
佐々木クリニック豊田

191-0054 日野市東平山3-1-1 042-585-8063 ○

松浦医院 191-0061 日野市大坂上2-7-15 042-581-0463 ○

医療法人社団一慶会
原脳神経外科クリニック

191-0062 日野市多摩平1-3-14-1F 042-514-8550 ○

医療法人社団報健会
胃腸内科・下肢静脈瘤　森末クリ
ニック

191-0062 日野市多摩平1-4-19 042-589-3030 ○

医療法人社団佐々木クリニック
佐々木クリニック多摩平

191-0062 日野市多摩平1-8-10 042-585-2591 ○

医療法人社団明康会
石塚医院

191-0062
日野市多摩平2-3-4
ｵﾘｴﾝﾄ丹野ﾏﾝｼｮﾝ豊田

042-584-4111 ○

医療法人社団大日会
太陽クリニック

191-0062
日野市多摩平2-5-1
ｸﾚヴｨｱ豊田RESIDENCE110

042-843-1686 ○

堀井内科クリニック 191-0062
日野市多摩平2-5-3
豊田ﾊﾟｰﾙﾊｲﾂ1F

042-589-0730 ○
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医療法人社団充会
多摩平の森の病院

191-0062 日野市多摩平3-1-17 042-843-1777 ○

関根クリニック 191-0062
日野市多摩平3-12-3
福博ﾋﾞﾙ ｸﾚｾﾝﾄﾊｲﾂ1F

042-843-2383 ○

日野市立病院 191-0062 日野市多摩平4-3-1 042-581-2677 ○

小松医院 191-0062 日野市多摩平4-9-1 042-581-0474 ○

望月医院 191-0062 日野市多摩平6-31-4 042-581-0504 ○

多摩平小児科 191-0062 日野市多摩平7-6-3 042-584-6002 ○

医療法人財団敬寿会　相武病院 192-0001 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 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 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 八王子市左入町434-1 042-691-1737 ○

鳥羽クリニック 192-0014 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 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 八王子市久保山町2-43-3 042-691-4880 ○

岡田内科ペインクリニック 192-0024
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　小宮メディカルクリ
ニック

192-0031
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 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 八王子市高倉町29-14 042-648-6500 ○

医療法人社団　原田クリニック 192-0041 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 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 八王子市中野山王1-19-11 042-626-4000 ○

医療法人社団東光会　八王子山王
病院

192-0042 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 八王子市中野山王2-28-9 042-623-5488 ○

医療法人財団興和会　右田病院 192-0043 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 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 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 八王子市大和田町4-15-14 042-642-6734 ○

森整形外科 192-0045 八王子市大和田町5-26-1 042-644-2671 ○
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小松整形外科 192-0045 八王子市大和田町5-30-28 042-642-4017 ○

田中内科医院 192-0046 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
八王子市明神町2-26-9
MZﾋﾞﾙ4F

042-648-5880 ○

京王八王子山川クリニック 192-0046 八王子市明神町3-21-1 042-660-7887 ○

山田ウイメンズクリニック 192-0046
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 八王子市明神町4-2-7-102 042-644-2770 ○

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

042-645-8228 ○

医療法人社団信隆会　京王八王子
クリニック

192-0046
八王子市明神町4-7-14
八王子ONﾋﾞﾙ2F

042-645-7878 ○

一般財団法人　仁和会総合病院 192-0046 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 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 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 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 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 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
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　みぎたクリ
ニック

192-0066 八王子市本町13-8 042-621-5655 ○

椎名内科 192-0066
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 八王子市八日町4-16 042-623-3238 ○

市川内科クリニック 192-0072
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 八王子市南新町23 042-625-0648 ○

大井内科クリニック 192-0081
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 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
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 八王子市旭町12-12 042-644-1127 ○

医療法人社団厚誠会　孫田クリニッ
ク

192-0083
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
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 八王子市上川町1620 042-654-7872 ○
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医療法人社団光生会　平川病院 192-0152 八王子市美山町1076 042-651-3131 ○

医療法人永寿会　恩方病院 192-0153 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 八王子市西寺方町383-1 042-650-5055 ○

医療法人社団優湧会おがたクリニッ
ク

192-0153 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 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 八王子市東中野76-2 042-674-1660 ○

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

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

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

水谷医院 192-0354 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
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 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
八王子市堀之内3-35-13
谷合ﾋﾞﾙ2F

042-670-3391 ○

小磯クリニック 192-0355
八王子市堀之内3-4-12
ﾒｿﾞﾝ･ｾﾚﾅｲﾄ1F

042-674-8088 ○

医療法人社団ジーザス　熊沢内科
クリニック

192-0362 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 八王子市別所1-15-18 042-675-0032 ○

医療法人社団順友会　別所メディカ
ルクリニック

192-0363 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 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 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
ディカルプラザ

192-0364
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
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 八王子市南大沢3-5-1 042-676-1211 ○

医療法人社団恵容会　南大沢クリ
ニック

192-0364 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 八王子市下柚木1974-1 042-674-1515 ○

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

医療法人社団恵優会　弐番街メディ
カルクリニック

192-0373 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 八王子市鑓水2-175-9 042-676-1234 ○
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医療法人社団朋樹会　御殿山クリ
ニック

192-0375 八王子市鑓水428-160 042-677-1500 ○

でかもクリニック 192-0902 八王子市上野町103-18 042-622-3656 ○

岡部クリニック 192-0903 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 八王子市万町175-1 042-620-3580 ○

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

いずみクリニック 192-0904 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 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 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 八王子市子安町3-24-15 042-624-5111 ○

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

おおしま内科医院 192-0904 八王子市子安町4-15-14 1F 042-620-7755 ○

沼沢医院 192-0904 八王子市子安町4-20-9 042-622-2369 ○

北野小児科 192-0906
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 八王子市北野町560-5 042-656-2855 ○

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

山西クリニック 192-0907 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 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
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
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 ○

中村クリニック 192-0911 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 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 八王子市北野台1-17-17 042-683-3236 ○

宮武医院 192-0914 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
八王子市片倉町342-3
K's片倉ﾋﾞﾙ2F

042-697-9923 ○

岩田医院 192-0914 八王子市片倉町446-17 042-635-1482 ○

杉山医院 192-0914
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

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 ○
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遠山内科・循環器クリニック 192-0916
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 八王子市みなみ野5-15-1 1F 042-632-5500 ○

みなみ野外科・整形外科 192-0917
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 ○

医療法人社団志泉会　富士森内科
みなみのクリニック

192-0917
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 ○

医療法人社団　小林内科クリニック 192-0919 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 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 八王子市川口町1543 042-654-5332 ○

よしおか内科クリニック 193-0801 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 八王子市楢原町556-1 042-625-2727 ○

中村内科医院 193-0812 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
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 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 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 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 八王子市大楽寺町496 042-625-0148 ○

日下クリニック 193-0823 八王子市横川町108-35 042-626-0550 ○

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

042-625-7711 ○

ふれあいつつじヶ丘診療所 193-0823 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 八王子市長房町1462-5 042-664-1005 ○

近藤内科医院 193-0824 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 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 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 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 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 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
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
八王子市散田町5-1-1
ﾏﾝｼｮﾝﾚﾌｨｰﾙ1F

042-668-1577 ○
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医療法人社団東慈会　中村医院 193-0833 八王子市めじろ台1-18-4 042-661-5191 ○

医療法人社団ＭＮＣ　めじろ台西澤
クリニック

193-0833 八王子市めじろ台3-1-10 042-667-8001 ○

めじろ台内科医院 193-0833 八王子市めじろ台4-12-2 042-663-0688 ○

金井内科医院 193-0834 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 八王子市東浅川町519-3 042-669-5606 ○

菊地外科医院 193-0834 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
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
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
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 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 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
八王子市千人町3-2-1
KIﾋﾞﾙ301

042-666-7661 ○

しんや内科 193-0835 八王子市千人町4-13-2 042-673-3033 ○

医療法人社団俊鈴会　坂本クリニッ
ク

193-0836 八王子市日吉町4-20 042-622-2601 ○

白鳥内科医院 193-0844 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 八王子市高尾町1620 042-667-3741 ○

森原診療所 193-0845
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 八王子市台町2-14-20 042-621-0300 ○

原内科医院 193-0931
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 八王子市台町3-17-5 042-622-4093 ○

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

長浜内科医院 193-0931
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
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
八王子市椚田町1214
めじろ台ﾊｲﾑ

042-663-2049 ○

田中医院 193-0942 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 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 八王子市椚田町588-17 042-661-7780 ○
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医療法人社団永生会　クリニック０
（ゼロ）

193-0943 八王子市寺田町490 042-666-1556 ○

館ヶ丘クリニック 193-0944
八王子市館町1097
館ｹ丘団地2-9

042-662-9999 ○

もちづき整形外科　内科・リハビリ
クリニック

194-0001 町田市つくし野2-26-45 042-796-1204 ○

中澤医院 194-0001 町田市つくし野3-13-40 042-795-5415 ○

すずかけ台診療所 194-0001 町田市つくし野3-17-9 042-795-2121 ○

医療法人社団　東八雲会　かどわき
クリニック

194-0001 町田市つくし野4-9-8 042-799-2202 ○

たけいち内科クリニック 194-0003 町田市小川1-14-1 042-850-6555 ○

医療法人社団　徳丹会　さぬき診療
所

194-0003 町田市小川2-25-14 042-706-8766 ○

医療法人社団　十愛会　いとうクリ
ニック

194-0003 町田市小川3-10-5 042-799-6050 ○

医療法人社団　有和会　広瀬クリ
ニック

194-0003 町田市小川4-17-12 042-799-5161 ○

はなみ内科 194-0004
町田市鶴間1-19-35 
南町田ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙI-3F

042-796-1111 ○

医療法人社団　河村会　南町田クリ
ニック

194-0004
町田市鶴間3-2-2 
ｱｰﾍﾞｲﾝ細野3階

042-796-1555 ○

社会医療法人社団　正志会　南町
田病院

194-0004 町田市鶴間4-4-1 042-799-6161 ○

医療法人社団　照幸会　町田南
ホームクリニック

194-0005 町田市南町田5-3-28 1F 042-788-2581 ○

成田クリニック 194-0011 町田市成瀬が丘2-23-16 042-795-1281 ○

甲斐内科クリニック 194-0011
町田市成瀬が丘2-24-2 
成瀬ﾋﾞﾙ3階

042-796-8711 ○

医療法人社団　小林メディカル　こ
ばやし医院

194-0012 町田市金森1-26-15 042-726-3431 ○

吉野医院 194-0012 町田市金森2-12-31 042-722-5729 ○

栄山医院 194-0012 町田市金森2-25-30 042-722-7430 ○

虫明クリニック 194-0012 町田市金森3-19-11 042-788-5078 ○

みるるクリニック原町田 194-0013 町田市原町田1-15-18 042-710-5300 ○

医療法人社団　絢雄会　佐藤寿一
クリニック

194-0013
町田市原町田1-7-17 
ｶﾞﾚﾘｱ町田ﾋﾞﾙ2F

042-710-2251 ○

中島医院 194-0013 町田市原町田2-15-2 042-722-2409 ○

医療法人社団　絢雄会
ミーナ町田ジェイクリニック

194-0013
町田市原町田4-1-17 
ﾐｰﾅ町田4階

042-732-5120 ○

医療法人社団　中原ヘルスケア
なかはら脳神経クリニック

194-0013
町田市原町田4-14-14 
Lifixﾋﾞﾙ1F

042-709-3851 ○

やすおか医院 194-0013 町田市原町田4-14-17 042-722-2415 ○

医療法人社団　多摩医療会　原町
田診療所

194-0013 町田市原町田4-17-11 042-722-6665 ○
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よこやま内科 194-0013
町田市原町田4-2-2 
ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾍﾟｰｽ町田4階

042-794-6211 ○

黒江医院 194-0013 町田市原町田6-24-11 042-722-3313 ○

医療法人社団　絢雄会
フォレスト呼吸器内科クリニック町田

194-0013
町田市原町田6-28-15
ｸﾛﾉｽ町田1F

042-710-4100 ○

原町田さわだ内科・泌尿器科 194-0013
町田市原町田6-29-3 
新原町田ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ102

042-851-7818 ○

医療法人社団　小林メディカル　こ
ばやしクリニック

194-0013
町田市原町田6-3-3 
町映ﾋﾞﾙ4F

042-710-3183 ○

木下内科胃腸科 194-0014 町田市高ヶ坂3-7-11 042-728-5884 ○

仁愛医院 194-0014 町田市高ヶ坂6-19-31 042-728-1055 ○

鹿島内科クリニック 194-0015
町田市金森東1-25-29 
金森ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞA棟1号室

042-710-1800 ○

熊谷医院 194-0015 町田市金森東4-33-4 042-795-5325 ○

中村内科 194-0015
町田市金森東4-42-28 
ﾜﾀﾔﾋﾞﾙNO.2 1FA

042-799-6656 ○

医療法人社団　理幹会　小阪内科
クリニック

194-0015 町田市金森東4-44-3 042-799-3933 ○

医療法人社団　三友会　あけぼの病
院

194-0021 町田市中町1-23-3 042-728-1111 ○

川口内科クリニック 194-0021
町田市中町1-30-24 
織田ﾋﾞﾙ1F

042-725-6206 ○

小田桐医院 194-0021 町田市中町1-3-20 042-722-3172 ○

町田エールクリニック 194-0021 町田市中町1-9-22 042-739-5533 ○

もとはしクリニック 194-0021 町田市中町2-14-10 042-727-9930 ○

なかまち内科・外科医院 194-0021 町田市中町3-15-17 042-725-0028 ○

アツミ医院 194-0021 町田市中町3-6-13 042-722-2185 ○

医療法人社団　武寿会　町田メンタ
ル内科クリニック

194-0022 町田市森野1-25-15 042-710-2207 ○

飯田内科クリニック 194-0022
町田市森野1-33-12 
ｱﾑｰﾙ森野1階

042-725-3801 ○

町田駅前内科クリニック 194-0022
町田市森野1-39-16
渋谷一樹ﾋﾞﾙ3F

042-722-7373 ○

いしかわ内科クリニック 194-0022 町田市森野4-21-5 042-727-4970 ○

医療法人社団　内山胃腸科 194-0023 町田市旭町1-15-23 042-728-1371 ○

医療法人社団　史世会　町田胃腸
病院

194-0023 町田市旭町1-17-21 042-726-6511 ○

玉川学園土屋クリニック 194-0031 町田市南大谷219-23 042-729-5228 ○

ちょう内科医院 194-0032 町田市本町田2938-1 042-729-5341 ○

医療法人社団　幸益会　川村クリ
ニック

194-0032
町田市本町田2943-1 
ﾏﾝｼｮﾝｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾙ201

042-724-7727 ○
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医療法人社団　恭啓会　小野寺クリ
ニック

194-0032
町田市本町田4394-9 
ｻﾝ･ﾆｭｰｳﾞｨﾗ町田

042-732-5605 ○

医療法人社団　三翔会　おか脳神
経外科

194-0034 町田市根岸町1009-4 042-798-7337 ○

医療法人社団　藤栄会　ただお整
形外科・内科

194-0035 町田市忠生2-28-5 042-793-0201 ○

医療法人社団　はやしクリニック 194-0035 町田市忠生2-28-7 042-793-3055 ○

医療法人社団　久田会
久田内科・呼吸器内科クリニック

194-0035 町田市忠生3-20-2 042-793-4114 ○

小出クリニック 194-0036 町田市木曽東1-15-40 042-721-2918 ○

原内科クリニック 194-0036
町田市木曽東1-45-2 
ｱｳﾛｰﾗ1階

042-732-5355 ○

医療法人社団　中村クリニック 194-0036 町田市木曽東3-20-28 042-792-0033 ○

医療法人社団　じゅうめい会　木曽
診療所

194-0036 町田市木曽東4-21-37 042-791-2088 ○

医療法人社団　創生会　町田病院 194-0036 町田市木曽東4-21-43 042-789-0502 ○

医療法人社団　南東京ハートクリ
ニック

194-0037 町田市木曽西2-18-12 042-789-8100 ○

南多摩クリニック整形外科・内科・リ
ハビリテーション科

194-0037 町田市木曽西3-20-6 042-793-7776 ○

医療法人　清和会　小室医院 194-0037 町田市木曽西5-1-31 042-791-3465 ○

医療法人社団　金子内科クリニック 194-0038 町田市根岸2-1-14 042-792-3010 ○

西村内科 194-0038 町田市根岸2-33-3 042-793-2677 ○

藤の台診療所 194-0039
町田市藤の台1丁目1番55号
藤の台団地1-55

042-722-2832 ○

学園ハートクリニック 194-0041 町田市玉川学園1-21-15 042-725-8468 ○

医療法人社団　小泉医院 194-0041 町田市玉川学園2-5-24 042-725-8411 ○

医療法人社団　たまがわ医院 194-0041 町田市玉川学園4-16-40 042-720-3888 ○

加藤医院 194-0041 町田市玉川学園5-24-40 042-732-8566 ○

玉川クリニック 194-0041
町田市玉川学園7-5-6 
ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ玉川学園201

042-725-8207 ○

医療法人社団　幸政会　しあわせ野
医院

194-0043 町田市成瀬台2-40-1 042-739-0477 ○

医療法人社団　公朋会　西嶋医院 194-0043 町田市成瀬台3-8-18 1階 042-726-7871 ○

大村内科医院 194-0043 町田市成瀬台3-8-4 042-721-2001 ○

近藤医院 194-0044 町田市成瀬1-6-7 042-728-6898 ○

医療法人社団　高和会　成瀬皮フ
科診療所

194-0045
町田市南成瀬1-1-2 
ﾌﾟﾗｻﾞ成瀬2階

042-723-2112 ○

とくとみ内科消化器科医院 194-0045 町田市南成瀬1-19-4 042-729-1616 ○
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医療法人社団　園田クリニック 194-0045
町田市南成瀬1-8-21 
成瀬ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3A

042-739-7322 ○

医療法人社団　仁誠会　なるせ内
科・胃腸のクリニック

194-0045
町田市南成瀬4-2-35 
NCｽｸｴｱ101

042-710-6155 ○

なるせクリニック 194-0046 町田市西成瀬1-57-17 042-721-6686 ○

医療法人社団　良恵会　平野クリ
ニック

194-0046
町田市西成瀬3-18-1
ｼﾃｨﾊｳｽｼﾞｭﾗｲ102号

042-732-1321 ○

Ｄｒ．はん診療所 194-0203
町田市図師町1782 
吉野ﾋﾞﾙ1F

042-789-7270 ○

医療法人社団　松友会　上相原病
院

194-0211 町田市相原町5098 042-782-9311 ○

青木医院 194-0211 町田市相原町810 042-770-4114 ○

医療法人社団　ONC
おやま内科クリニック

194-0212 町田市小山町233-1 042-860-0326 ○

こじま内科 194-0212 町田市小山町3245-1 042-770-2513 ○

医療法人社団　さくらメディカルクリ
ニック

194-0213
町田市常盤町3200-1 
ﾙｰﾗﾙﾋﾙｽﾞ2FA

042-797-9671 ○

たかはしクリニック 194-0213
町田市常盤町3200-1 
ﾙｰﾗﾙﾋﾙｽﾞA号室

042-798-7755 ○

医療法人社団　康心会　ふれあい
町田ホスピタル

194-0215 町田市小山ｹ丘1-3-8 042-798-1121 ○

多摩境内科クリニック 194-0215
町田市小山ｹ丘3-24 
多摩境ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ3F

042-703-1920 ○

多摩境きむらクリニック 194-0215 町田市小山ｹ丘5-2-6 042-774-1700 ○

医療法人社団　幸隆会　多摩丘陵
病院

194-0297 町田市下小山田町1491 042-797-1511 ○

たなかだて内科・呼吸器内科
クリニック

194-8589
町田市鶴間3-3-1
ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰﾊﾟｰｸ ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄ2階

042-850-5027 ○

医療法人財団　明理会　鶴川サナト
リウム病院

195-0051 町田市真光寺町197 042-735-2222 ○

なかの整形外科・内科 195-0053
町田市能ｹ谷1-5-8 
鶴川ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙﾋﾞﾙ4階-A

042-737-3669 ○

医療法人社団　宏建会　小林クリ
ニック

195-0053
町田市能ｹ谷1-7-1 
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ2階

042-735-9990 ○

医療法人社団　光裕会　田村胃腸
科・内科クリニック

195-0053 町田市能ｹ谷2-12-6 042-735-5667 ○

医療法人社団　誠裕會　鶴川レ
ディースクリニック

195-0053 町田市能ｹ谷3-1-5 042-737-7271 ○

メディカルクリニック悠々 195-0053
町田市能ｹ谷3-2-1 
ﾘﾚｲｽ鶴川203

042-860-2061 ○

医療法人社団　増明会　増子クリ
ニック

195-0053 町田市能ヶ谷7-11-5 042-735-1499 ○

医療法人社団　三医会　鶴川記念
病院

195-0054 町田市三輪町1059-1 044-987-1311 ○

医療法人社団　ＶＥＲＩＴＡＳ　入倉ク
リニック

195-0057 町田市真光寺2-37-11 042-734-3339 ○

医療法人社団　和真会　はやし内
科クリニック

195-0057
町田市真光寺2-37-11 
鶴川台ﾒﾃﾞｨｶﾙヴｨﾚｯｼﾞ

042-736-5501 ○

鶴川台ウィメンズクリニック 195-0061 町田市鶴川2-14-10 042-737-1103 ○
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医療法人社団　鶴川胃腸科 195-0061 町田市鶴川2-17-1 042-734-1958 ○

かみい医院 195-0061 町田市鶴川3-12-26 042-735-3957 ○

伊藤診療所 195-0061 町田市鶴川4-35-2 042-735-0166 ○

医療法人社団　沼田医院 195-0061 町田市鶴川6-2-1 042-735-2019 ○

医療法人社団　あかね会　鶴川診
療所

195-0061
町田市鶴川6-7-1 
ﾚｸｾﾙ鶴川202

042-735-2387 ○

にしむら内科クリニック 195-0062
町田市大蔵町2222-5 
NSﾋﾞﾙⅡ-1階

042-708-1024 ○

医療法人社団　星輝会　おおくら医
院

195-0062 町田市大蔵町3165 042-737-8020 ○

横沢クリニック 195-0062
町田市大蔵町5002-2 
鶴川ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1B-1

042-708-8550 ○

一般財団法人　ひふみ会　まちだ丘
の上病院

195-0064 町田市小野路町11-1 042-735-3731 ○

若山クリニック 195-0072 町田市金井2-3-18 042-736-7720 ○

医療法人社団　赤岳会
榛名坂たなか内科クリニック

195-0072 町田市金井3-17-13 042-737-3860 ○

社会福祉法人　賛育会　清風園診
療所

195-0072 町田市金井7-17-13 042-735-3000 ○

医療法人社団　宏恵会　牧内科医
院

195-0074 町田市山崎町1921-1 042-793-3873 ○

やました内科・脳神経クリニック 195-0074
町田市山崎町2055-2
ｸﾞﾗﾝﾊｰﾄ町田B-107

042-794-6327 ○

医療法人財団　福音医療会　ふくい
んクリニック

195-0074 町田市山崎町2200 042-791-1307 ○

医療法人社団　仁悠会
しながわ内科・循環器クリニック

195-0074 町田市山崎町333-1 042-791-1545 ○

新百合ヶ丘あゆみクリニック 203-0823
稲城市平尾1-24-7
ﾌﾟﾚﾐｱﾘﾝｼﾞｭR-3

042-350-5575 ○

稲城市立病院 206-0801 稲城市大丸1171 042-377-0931 ○

（医社）聖章会稲城診療所 206-0801 稲城市大丸118 042-377-6128 ○

稲城癒しの森内科クリニック 206-0801 稲城市大丸936-1 042-379-8880 ○

東長沼クリニック 206-0802 稲城市東長沼1726-16 042-379-4851 ○

（医社）慶心会稲城腎・内科クリニッ
ク

206-0802
稲城市東長沼3106-1
ﾍﾞｪﾙヴｪﾙ稲城1F

042-370-7611 ○

あべ内科クリニック 206-0802 稲城市東長沼3107-1 042-379-4870 ○

なかお内科クリニック 206-0802
稲城市東長沼3108
京王ﾘﾄﾅｰﾄﾞ稲城3F

042-401-5836 ○

菜の花クリニック 206-0802 稲城市東長沼450-30 042-313-9272 ○

向陽台クリニック 206-0803 稲城市向陽台5-5-3 042-378-6677 ○

菊池医院 206-0804 稲城市百村103-1 042-378-3333 ○
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稲城わかばクリニック 206-0804 稲城市百村1604-7 042-370-0530 ○

いなぎ駅前クリニック 206-0804 稲城市百村1607 042-378-1570 ○

（医社）桜井医院 206-0811 稲城市押立1254-1 042-378-3224 ○

かじわら内科泌尿器科クリニック 206-0812
稲城市矢野口1541
ｱｰﾊﾞﾝｼｬﾄﾙ1F

042-370-8770 ○

谷平医院 206-0812 稲城市矢野口277-2 042-377-6433 ○

（医社）矢野口クリニック 206-0812 稲城市矢野口380-2-101 042-379-0939 ○

こせき内科クリニック 206-0812 稲城市矢野口730-1 042-377-0035 ○

長峰クリニック 206-0821 稲城市長峰2-2-2 042-350-7171 ○

（医社）簡野クリニック 206-0823 稲城市平尾1-50-20 042-331-8570 ○

高クリニック 206-0823 稲城市平尾1-54-20 042-331-8201 ○

（医社）彩明会平尾内科クリニック 206-0823 稲城市平尾3-7-26 042-331-8221 ○

（医）河北医療財団あいクリニック平
尾

206-0823
稲城市平尾3-7-4
ｺｰｼｬﾊｲﾑ1F

042-350-5062 ○

若葉台クリニック 206-0824
稲城市若葉台2-4-4
若葉台駅前KMﾋﾞﾙ

042-350-6075 ○

（医社）研精会稲城台病院 206-0824 稲城市若葉台3-7-1 042-331-5531 ○

厚生荘病院 206-0001 多摩市和田1547 042-374-3535 ○

大塚診療所 206-0001 多摩市和田2000-12 内田ﾋﾞﾙ2F 042-311-1234 ○

関谷クリニック 206-0001 多摩市和田3-2-4 042-374-9888 ○

山善内科内科クリニック 206-0002
多摩市一ﾉ宮4-40-3聖蹟桜ｹ丘
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊｳｽ102

042-372-5588 ○

大池内科クリニック 206-0003 多摩市東寺方1-2-2 ﾄｰﾀﾙﾋﾞﾙ2F 042-355-7001 ○

やはの内科・胃腸科クリニック 206-0011
多摩市関戸1-11-9 桜ｹ丘富沢ﾋﾞﾙ
6F

042-356-3761 ○

せいせきサトウクリニック 206-0011
多摩市関戸1-7-5 京王聖蹟桜ｹ丘
S･C C館1F

042-337-2715 ○

平賀診療所 206-0011 多摩市関戸2-10-10 042-375-7154 ○

桜ヶ丘神経内科クリニック 206-0011
多摩市関戸2-39-12 桜ｹ丘NKﾋﾞﾙ
7F

042-374-6511 ○

そよかぜ内科 206-0011 多摩市関戸2-66-1 042-400-7112 ○

佐藤医院 206-0011 多摩市関戸3-4-5 042-375-7980 ○

まさ内科クリニック 206-0011
多摩市関戸4-72 聖蹟桜ｹ丘ｵｰﾊﾟ
5F

042-355-2300 ○

佐々部医院 206-0011
多摩市関戸4-9-2 ｺﾝﾌｫｰﾄ聖蹟1･
2F

042-375-7313 ○
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長谷川クリニック 206-0012 多摩市貝取1-15-11 042-337-0166 ○

あいクリニック 206-0012 多摩市貝取1431-3 042-375-9581 ○

松田医院 206-0012 多摩市貝取1-48-1 042-373-3205 ○

貝取内田医院 206-0012 多摩市貝取1-52-1 ﾉｰﾌﾞﾙ貝取1F 042-389-3646 ○

多摩永山高田クリニック 206-0012 多摩市貝取3-6医療ﾓｰﾙ永山3階 042-400-5145 ○

松田健身クリニック 206-0013 多摩市桜ｹ丘2-10-17 042-375-3337 ○

永山内科クリニック 206-0014 多摩市乞田1426KTAﾋﾞﾙ2階 042-338-2355 ○

布施川医院 206-0015 多摩市落川1329 042-373-5858 ○

みゆきクリニック 206-0021 多摩市連光寺1-8-3 042-372-4853 ○

多摩中央病院 206-0021 多摩市連光寺2-62-2 042-374-2111 ○

聖ヶ丘病院 206-0021 多摩市連光寺2-69-6 042-338-8111 ○

ひとみタウンケアクリニック 206-0024 多摩市諏訪1-65-1 永山ﾊｳｽ101 042-338-3281 ○

多摩かぜまち内科クリニック 206-0024
多摩市諏訪2-2 Brillia多摩ﾆｭｰﾀｳ
ﾝB棟100号室

042-338-6611 ○

多摩クリニック 206-0024 多摩市諏訪5-10-1 042-375-7753 ○

中村内科医院 206-0024 多摩市諏訪5-10-7 042-375-7757 ○

多摩永山腎・内科クリニック 206-0025 多摩市永山1-4 ｸﾞﾘﾅｰﾄﾞ永山510 042-311-2417 ○

宮国医院 206-0025 多摩市永山1-4 ｸﾞﾘﾅｰﾄﾞ永山5F 042-376-4747 ○

多摩みなみクリニック 206-0025 多摩市永山1-7-8 042-311-4415 ○

斉藤内科呼吸器科 206-0025 多摩市永山4-2-6-202 042-373-2522 ○

鈴木内科胃腸科 206-0025 多摩市永山5-4-10 042-371-2760 ○

和光内科胃腸科 206-0025 多摩市永山6-6-1 042-311-7311 ○

渡辺クリニック 206-0031 多摩市豊ｹ丘5-8-1 042-371-3321 ○

北澤ニュータウンクリニック 206-0033
多摩市愛宕4-17-1 ﾘｴｽ多摩ｾﾝﾀｰ
1階

042-376-3112 ○

多摩センターレディースクリニック 206-0033
多摩市鶴牧1-22-2多摩ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞ
ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F

042-375-5122 ○

田村クリニック 206-0033 多摩市落合1ｰ32ｰ1ﾍﾟﾍﾟﾘﾋﾞﾙ4･5F 042-356-0677 ○

医療法人社団　めぐみ会
めぐみクリニック

206-0033 多摩市落合1ｰ44ｰ401 042-311-1566 ○

多摩センタークリニックみらい 206-0033
多摩市落合1-38 ﾏｸﾞﾚﾌﾞﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾋﾞ
ﾙ1階

042-316-8570 ○
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武島内科クリニック 206-0033 多摩市落合3-11-3 042-338-5665 ○

深谷内科 206-0033 多摩市落合4-9-3 042-372-3311 ○

吉沢クリニック 206-0033 多摩市落合6-15-25 042-373-2340 ○

椎の木内科クリニック 206-0033 多摩市落合6-15-4 第5椎の木ﾋﾞﾙ 042-337-5711 ○

多摩ゆうあいクリニック 206-0034 多摩市鶴牧1-1-14ｺｰｼﾞｨｰｺｰﾄ1階 042-310-1881 ○

あべ多摩センター内科 206-0034
多摩市鶴牧1-22-2多摩ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞ
ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F

042-373-7755 ○

新垣内科外科クリニック 206-0034
多摩市鶴牧1-24-1 新都市ｾﾝﾀｰ
ﾋﾞﾙ3F

042-373-0514 ○

井上内科クリニック 206-0034 多摩市鶴牧2-24-12 042-372-3660 ○

つるまき八木クリニック 206-0034 多摩市鶴牧5ｰ4ｰ1 042-319-3449 ○

からきだ駅前クリニック 206-0035
多摩市唐木田1-1-7 ﾌﾟﾗｻﾞ唐木田
104

042-376-3800 ○

若生脳神経外科 206-0035
多摩市唐木田1-53-9 唐木田ｾﾝ
ﾀｰﾋﾞﾙ1F

042-373-1160 ○

天本病院 206-0036 多摩市中沢2-5-1 042-310-0333 ○

あいクリニック中沢 206-0036
多摩市中沢2-5-3 ゆいまーるA棟 
1階

042-311-2820 ○

あたごクリニック 206-0041 多摩市愛宕4-53-1-205 042-374-7700 ○
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