（平成30年2月15日時点）
(五十音順）

八王子市指定小児慢性特定疾病医療機関
医療機関名称

ア 医療法人社団文誠会安藤外科内科クリニック
イ 医療法人社団太陽会いしづか内科クリニック
医療法人社団晋和会市川矯正歯科医院
井脇医院
ウ 医療法人社団宣眞会宇津木台クリニック
エ 医療法人社団永生会永生クリニック
医療法人社団慈育会エヴァーグリーンこどもクリニック
オ 医療法人社団昭啓会大熊内科クリニック
医療法人社団大山整形外科診療所
岡田内科ペインクリニック
岡部クリニック
医療法人社団洋光会岡山歯科医院
医療法人社団おがわクリニック
医療法人社団朋樹会御殿山クリニック
カ 金井内科医院
キ 菊池眼科医院
北野小児科
医療法人社団欅会北八王子クリニック
ク 医療法人社団愛香会倉田医院
倉田眼科医院
グレース皮膚科医院
医療法人社団わかば くろさわ歯科医院
ケ 医療法人社団ＫＮＩ北原国際病院
医療法人社団ＫＮＩ北原ライフサポートクリニック
医療法人社団ＫＮＩ北原リハビリテーション病院
医療法人社団信隆会京王八王子クリニック
コ こどもクリニック南大沢
医療法人社団インフィニティメディカル近藤眼科
ツ 澤田内科クリニック
シ 社会福祉法人日本心身障害児協会 島田療育センターはちおうじ
小児科加藤醫院
白鳥内科医院
ス 医療法人社団慈聖会鈴木診療所
タ 館ヶ丘クリニック
田中医院
チ 医療法人社団千明会 知野整形外科医院
ト 東海大学八王子病院
東京医科大学八王子医療センター
医療法人社団 敏誠会 敏久内科クリニック
鳥羽クリニック
ナ 中野山王皮膚科クリニック
中野団地診療所
ニ 西田橋医院
西てらかた医院
医療法人社団恵優会弐番街メディカルクリニック
ノ 医療法人社団 児心会 のま小児科
ハ 医療法人社団ハーモニーハーモニーみみ・はな・のどクリニック
医療法人社団仁正会 はざま中山クリニック
医療法人社団まなと会はしもと小児科
医療法人社団八王子中央診療所
八王子糖尿病内科クリニック
原内科医院
ヒ 日下クリニック
廣井内科
フ 医療法人社団和漢会福田医院
医療法人社団誠亮会福原内科クリニック
藤田眼科
医療法人社団清泉会富士森内科クリニック
医療法人社団卯月会古谷医院
ホ 堀之内駅前眼科
マ 医療法人社団謝三会まつもと小児・アレルギークリニック

所在地

電話番号

八王子市小門町１８
八王子市散田町３－１３－６
八王子市子安町四丁目６番１号 Ｐｈｉビル３階
八王子市椚田町１２１４－１ めじろ台ハイム
八王子市久保山町２－４３－３
八王子市椚田町５８８－１７
八王子市上柚木２－５－４
八王子市千人町２－１９－１５ 長塚ビル３階
八王子市大和田町３－８－７
八王子市宇津木町７６４－９ メディカルフラット宇津木１Ｆ
八王子市万町１２３－５
八王子市北野台４－２７－２
八王子市堀之内３－３５－１３ 谷合ビル２Ｆ
八王子市鑓水４２８－１６０
八王子市東浅川町３３６－５
八王子市子安町１－３４－１２
八王子市北野町５４５－３ きたのタウン６Ｆ
八王子市石川町２９６０－５
八王子市千人町３－１７－２０－１Ｆ
八王子市寺町５５
八王子市中町４－３ 二葉ビル３階
八王子市旭町９－１ 八王子スクエアビル１０階
八王子市大和田町１－７－２３
八王子市子安町４－７－１ サザンスカイタワー八王子１Ｆ
八王子市左入町４６１
八王子市明神町４－７－１４ 八王子ＯＮビル２Ｆ
八王子市南大沢２－２７ フレスコ南大沢４Ｆ
八王子市横山町２２－３ メディカルタワー八王子８Ｆ
八王子市東浅川町５１９－３－１Ｆ
八王子市台町４－３３－１３
八王子市七国４－９－３
八王子市高尾町１５８０
八王子市子安町２－１０－１４
八王子市館町１０９７番地 館ヶ丘団地２－９
八王子市椚田町２４９－１
八王子市横山町２０－１５
八王子市石川町１８３８
八王子市舘町１１６３
八王子市暁町２－４－９
八王子市みつい台１－１８－１
八王子市中野山王１－７－７
八王子市中野山王２－２８－９
八王子市川口町３３０６－５
八王子市西寺方町３８３－１
八王子市上柚木３－６－１
八王子市みなみ野３－１－８
八王子市別所２－２－１ クレヴィア京王堀之内Ⅱ１階
八王子市東浅川町７０９－１
八王子市椚田町５５７－３
八王子市八幡町５－１１
八王子市旭町１１－５ ＣＰ－６ビル ３階
八王子市台町２－２２－７ 第２ミネセイビル１０２号
八王子市横川町１０８－３５
八王子市狭間町１８００－７１
八王子市大楽寺町426-2
八王子市八日町４－１６ 福原ビル１Ｆ
八王子市横山町21-16
八王子市台町２－１４－２０
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２階２０３－Ｃ
八王子市堀之内３－３５－１３ 谷合ビル２Ｆ２０１
八王子市南大沢２－２ パオレ５F

042-622-4561
042-668-0841
042-625-7142
042-663-2049
042-691-4880
042-661-7780
042-682-5830
042-667-3488
042-645-5553
042-696-6441
042-622-3439
042-635-3770
042-670-3391
042-677-1500
042-663-1677
042-643-0325
042-645-8715
042-643-2701
042-661-7915
042-622-1440
042-645-5060
042-646-2332
042-645-1110
042-655-6665
042-692-3332
042-645-7878
042-670-8700
042-622-8188
042-669-5606
042-634-8511
042-632-7950
042-662-3220
042-642-3923
042-662-9999
042-665-0221
042-643-0073
042-639-1111
042-665-5611
042-624-3535
042-691-1044
042-628-1800
042-623-5488
042-654-5743
042-650-5055
042-670-7288
042-632-7327
042-674-1187
042-668-3500
042-668-8555
042-626-5591
042-631-1024
042-625-7133
042-626-0550
042-665-4310
042-626-4664
042-623-3238
042-645-0575
042-621-0300
042-632-6866
042-679-0507
0426-79-6051
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（平成30年2月15日時点）
(五十音順）

八王子市指定小児慢性特定疾病医療機関
医療機関名称

ミ 医療法人社団永生会南多摩病院
医療法人社団幸山会みなみ野セントラルクリニック
みなみ野眼科クリニック
みなみ野外科整形外科
医療法人社団せいこう会みなみのこどもクリニック
みなみ野循環器病院
みなみの糖クリニック
南八王子病院
みょうじん糖クリニック
メ めじろ台西澤クリニック
ヤ 医療法人社団寛信会山下内科クリニック
ヨ 横川内科クリニック
よしおか内科クリニック
よしこ眼科クリニック
医療法人社団ＹＹＳ会義澤皮膚科内科クリニック
医療法人社団瑞翔会四谷医院
ワ 医療法人社団実穂会渡辺医院

所在地

八王子市散田町３－１０－１
八王子市みなみ野４－１５－７
八王子市西片倉３－１－２１ サザンクロス２－２
八王子市西片倉３－１－２１ サザンクロス２Ｆ２－１
八王子市西片倉３－１－６ 第２みなみ野クリニックｾﾝﾀｰ３F３０１～２
八王子市兵衛１－２５－１
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２階
八王子市子安町３－１８－１２
八王子市明神町２－２６－９ MZビル４階
八王子市めじろ台３－１－１０
八王子市左入町４３４－１
八王子市横川町５５０－２３ 横川田口ビル１Ｆ
八王子市川口町３８２４－３
八王子市兵衛１－３－１ ミクリスシティ４Ｆ ２号室
八王子市片倉町３４２－３ Ｋ’ｓ片倉ビル２Ｆ
八王子市四谷町７２２ 健康館１Ｆ
八王子市長房町３７３－２ 渡辺ビル１Ｆ
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電話番号

042-663-0111
042-632-8787
042-632-5888
042-632-5855
042-683-1603
042-637-8101
042-635-2217
042-622-6501
042-649-8880
042-667-8001
042-691-1737
042-625-7711
042-659-7878
042-632-8008
042-697-9923
042-620-5577
042-663-3263

