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小島内科医院 暁町1-22-5 625-5936 椚田町 井脇医院 椚田町1214-1 めじろ台ハイム1階 663-2049
右田病院 暁町1-48-18 622-5155 田島医院 久保山町2-43-2 691-7550
敏久内科クリニック 暁町2-4-9 624-3535 宇津木台クリニック 久保山町2-43-3 691-4880
青木内科医院 旭町9-1 八王子スクエアビル10階 642-0045 てんじん内科外科クリニック 小比企町480-1 サニーヒルいそまビル1階 632-8751
おなかクリニック 旭町12-12 644-1127 聖パウロ病院 小比企町1710 635-5111
富士森内科八王子リウマチ膠原病クリニック 東町1-6 橋完LKビル1階 649-2722 小宮町 小宮メディカルクリニック 小宮町1165-2 東亜第3ビル1階 639-0666
八王子共立診療所 東町2-3 639-7621 いずみクリニック 子安町1-11-9 649-4032
八王子東町クリニック 東町7-6 ダヴィンチ八王子7・8階 646-6996 秋山内科医院 子安町1-32-7 643-0212

石川町 太田医院 石川町2074 642-6938 鈴木診療所 子安町2-10-14 642-3923
犬目町 滝山病院 犬目町641 654-6131 大島医院 子安町3-5-9 642-1932

中村クリニック 打越町344-4 2階 648-8848 清智会記念病院 子安町3-24-15 624-5111
林産婦人科 打越町608-8 636-8719 北原ライフサポートクリニック 子安町4-7-1 サザンスカイタワー八王子1階 655-6665
北野台病院 打越町1068 637-1001 おおしま内科医院 子安町4-15-14 １階 620-7755
澤渡循環器クリニック 打越町1197-1 ステップコートはけしたビル1階 632-0255 沼沢医院 子安町4-20-9 622-2369
岩本脳神経クリニック 打越町1197-1 ステップコートはけしたビル4階 632-5585 山下内科クリニック 左入町434-1 691-1737
北野駅前よしだ内科・内視鏡クリニック 打越町2001-3 シエルド101号室 683-3881 好仁堂　進藤医院 左入町638-38 691-8616
数井クリニック 打越町2001-16 田代ビル3階 635-1888 松本消化器科内科クリニック 散田町3-8-24 茂和ビル3階 667-1123

宇津木町 岡田内科ペインクリニック 宇津木町764-9 メディカルフラット宇津木1階 696-6441 辻野クリニック 散田町3-8-24 茂和ビル4階 666-7064
裏高尾町 清明会本部診療所 裏高尾町957 661-1514 南多摩病院 散田町3-10-1 663-0111

大塚 ささき医院 大塚496 676-6655 いしづか内科クリニック 散田町3-13-6 668-0841
大船町 みなみ野グリーンゲイブルズクリニック 大船町1001 663-1101 かなや内科クリニック 散田町3-17-1 2F 673-2731

北原国際病院 大和田町1-7-23 645-1110 石井循環器内科クリニック 散田町5-1-1 マンションレフィール1階 668-1577
大山整形外科診療所 大和田町3-8-7 645-5553 あおき形成外科眼科クリニック 下恩方町350-31 659-0343
伊藤内科消化器医院 大和田町4-15-14 642-6734 かわさきクリニック 下恩方町1141-1 650-6655
まつはし内科・循環器クリニック 大和田町5-7-18 648-5711 岡島医院 下柚木671 676-8026
小松整形外科 大和田町5-30-28 642-4017 野猿峠脳神経外科病院 下柚木1974-1 674-1515
𠮷田医院 大和田町7-4-11 642-1547 グリーングラス南大沢クリニック 下柚木2-26-11 682-3580

小門町 安藤外科内科クリニック 小門町18 622-4561 諏訪町 中村内科医院 諏訪町73-2 686-2045
鹿島 齋藤医院 鹿島945-89 676-1963 山高クリニック 千人町2-3-10 エクセレント2階 669-8288

義澤皮膚科内科クリニック 片倉町342-3 K's片倉ビル2階 697-9923 酒井内科医院 千人町2-7-8 661-2539
岩田医院 片倉町446-17 635-1482 中野間クリニック泌尿器科 千人町2-18-7 西八TKビル１階 669-7733
杉山医院 片倉町709-9 駅前FLAT 1階 635-0707 西八王子松村クリニック 千人町2-18-15 667-2121
宮武医院 片倉町1221-26 636-8317 大熊内科クリニック 千人町2-19-15 長塚ビル3階 667-3488

叶谷町 はちせい健友クリニック 叶谷町890-5 622-3662 松本クリニック 千人町2-20-2 3階303 673-4366
上壱分方町 東京天使病院 上壱分方町50-1 651-5332 吉井内科消化器科医院 千人町3-2-1 KIビル301 666-7661

同友会八王子診療所 上川町1620 654-7872 倉田医院 千人町3-17-20 661-7915
西八王子病院 上川町2150 654-4551 クリニックグリーングラス 千人町4-12-3 673-5558
エヴァーグリーンこどもクリニック 上柚木2-5-4 682-5830 しんや内科 千人町4-13-2 673-3033
弐番街メディカルクリニック 上柚木3-6-1 670-7288 田中皮フ科クリニック 千人町4-13-2 661-4800
八王子北部病院 川口町1540-19 659-8811 富士森内科クリニック 台町2-14-20 621-0300
青陽園診療所 川口町1543 654-5332 原内科医院 台町2-22-7 第2ミネセイビル102 625-7133
よしおか内科クリニック 川口町3824-3 659-7878 かけい医院 台町3-17-5 622-4093
北野台内科クリニック 北野台1-17-17 683-3236 島田療育センターはちおうじ 台町4-33-13 634-8511
いちょうの森内科内視鏡クリニック 北野台4-30-1 635-1150 長浜内科医院 台町4-44-10 西八平沼ビル202 667-8651
北野小児科 北野町545-3 きたのタウンビル6階 645-8715 おおくま整形外科クリニック 台町4-46-10 ウィルビラワン1階 629-1440
宮澤内科クリニック 北野町560-5 656-2855 加地医院 大楽寺町137 651-5341
北野内科クリニック 北野町562-4 643-1555 福田医院 大楽寺町426-2 626-4664

絹ヶ丘 絹ヶ丘整形外科・内科診療所 絹ヶ丘2-5-30 637-0077 髙山外科眼科医院 大楽寺町496 625-0148
田中医院 椚田町249-1 665-0221 白鳥内科医院 高尾町1580 すえひろビル1階 662-3220
くぬぎだクリニック 椚田町554-10 669-3561 東京高尾病院 高尾町2187 661-6652
永生病院 椚田町583-15 661-4108 高月町 高月整形外科病院 高月町360 692-1115
永生クリニック 椚田町588-17 661-7780
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館ヶ丘クリニック 館町1097 館ヶ丘団地2-9 662-9999 ほったクリニック 南大沢1-22-3 682-3565
八王子恵愛病院 館町2232-8 661-7821 南大沢メディカルプラザ２ 整形外科 南大沢2-25 フォレストモール2階 670-2467

寺田町 クリニック０（ゼロ） 寺田町490 666-1556 南大沢メディカルプラザ 南大沢2-25 フォレストモール3階 670-2460
戸吹町 相武病院 戸吹町323-1 691-7788 東郷クリニック 南大沢2-27 フレスコ南大沢4階 670-7727
長沼町 山西クリニック 長沼町1307-11 631-3959 南大沢ホロス由木 南大沢2-224-5 678-2111

原田クリニック 中野上町4-11-8 622-9297 吉岡内科クリニック 南大沢3-5-1 676-1211
あさみ内科クリニック 中野上町5-5-3 625-6661 聖隷クリニック南大沢 南大沢3-16-1 明日見らいふ南大沢2階 679-3050
たじま整形外科クリニック 中野山王1-19-11 626-4000 南大沢クリニック 南大沢5-14-4-1 674-7766
八王子山王病院 中野山王2-15-16 626-1144 南新町 真宮病院 南新町23 625-0648
中野団地診療所 中野山王2-28-9 623-5488 南町 市川内科クリニック 南町3-5 シュゼル八王子1階 620-2272

中野町 多摩病院 中野町2082 623-5308 古谷医院 みなみ野1-2-1 アクロスモール八王子みなみ野2階 632-6866
渡辺医院分院 長房町340-12 コピオ長房SC 2階 673-2110 遠山内科・循環器クリニック みなみ野2-16-3 モンパルテ1階 632-8033
渡辺医院 長房町373-2 663-3263 みなみ野シティクリニック みなみ野5-15-1 632-5500
ながふさ共立診療所 長房町1462-5 664-1005 高月病院 宮下町178 691-1131
近藤内科医院 長房町1562-30 661-6035 三愛クリニック 宮下町377 691-4111
加藤醫院 七国4-9-3 632-7950 平川病院 美山町1076 651-3131
小林内科クリニック 七国4-9-10 686-0067 八王子北クリニック 美山町1272-2 福寿はちおうじ美山1F 659-2217
勝田医院 楢原町556-1 625-2727 田中内科医院 明神町2-11-1 645-6144
根岸耳鼻咽喉科気管食道科医院 楢原町1483-12 625-3394 エヌ・エスクリニック 明神町2-26-9 ＭＺビル4階 648-5455
みなみ野レディースクリニック 西片倉3-1-4 第2みなみ野クリニックセンター4階 632-8044 京王八王子山川クリニック 明神町3-21-1 660-7887
みなみ野外科・整形外科 西片倉3-1-21 第1みなみ野クリニックセンター2-1 632-5855 山田ウイメンズクリニック 明神町3-25-7 グランデュールマンション1階 648-0870
富士森内科みなみのクリニック 西片倉3-1-21 第1みなみ野クリニックセンター2-3 635-6711 伊藤内科クリニック 明神町4-2-7 秀和第一八王子レジデンス102 644-2770
恩方病院 西寺方町105 651-3411 やまざき内科糖尿病クリニック 明神町4-3-8　940bldg.2階 644-1010
陵北病院 西寺方町315 651-3231 東京天使病院付属駅前クリニック 明神町4-6-2 シャンボール京王八王子1階 656-0075
西てらかた医院 西寺方町383-1 650-5055 京王八王子駅前診療所 明神町4-7-1 京王駅前ビル5階 645-8228
おがたクリニック 西寺方町624-1 651-3714 京王八王子クリニック 明神町4-7-14 八王子ONビル2階 645-7878

八幡町 小泉産婦人科医院 八幡町14-14 626-7070 仁和会総合病院 明神町4-8-1 644-3711
初沢町 森原診療所 初沢町1231-36 京王高尾マンション店舗1階101号 661-8190 中村医院 めじろ台1-18-4 661-5191

金井内科医院 東浅川町336-5 663-1677 めじろ台西澤クリニック めじろ台3-1-10 667-8001
澤田内科クリニック 東浅川町519-3 669-5606 めじろ台内科医院 めじろ台4-12-2 663-0688
はざま中山クリニック 東浅川町709-1 新都市はざまビル1階 668-3500 クリニック田島 元八王子町3-2263-5 666-6080

東中野 東中野診療所 東中野76-2 セフネットビル１階 674-1660 城山病院 元八王子町3-2872-1 665-2611
兵衛 みなみ野循環器病院 兵衛1-25-1 637-8101 元本郷町 わかばやし内科クリニック 元本郷町2-5-1 622-0550

日吉町 坂本クリニック 日吉町4-20 622-2601 御殿山クリニック 鑓水428-160 677-1500
福圓外科医院 平岡町1-3 622-4061 中濵クリニック 鑓水2-175-9 676-1234
赤上消化器内科医院 平岡町6-1 622-0403 八日町 福原内科クリニック 八日町4-16 623-3238
服部クリニック 別所1-15-18 675-0032 日下クリニック 横川町108-35 626-0550
別所メディカルクリニック 別所1-26-16 682-5437 横川内科クリニック 横川町550-23 横川田口ビル1階 625-7711
長池脳神経内科 別所1-75-3 678-7360 ふれあいつつじヶ丘診療所 横川町668-69 626-0311
内科・循環器内科 クリニック髙田 別所2-2-1 1階 670-2039 やまゆりクリニック 横川町924-2 686-1311
おおぬき内科クリニック 堀之内2-6-5 678-2771 大井内科クリニック 横山町7-5 スペースワン5階A 649-3195
ひめのクリニック 堀之内2-10-29 日高クリニックビル2階 675-9995 知野整形外科医院 横山町20-15 ノモス八王子1階 643-0073
小磯クリニック 堀之内3-4-12 メゾン・セレナイト1階 674-8088 辻医院 横山町21-4 643-0205
おがわクリニック 堀之内3-35-13 谷合ビル2階 670-3391 八王子友愛眼科 横山町22-3 メディカルタワー八王子8階 622-8188
椎名内科 本町9-8 ベラージュ八王子1階 628-4170 四谷町 四谷医院 四谷町722 健康館１階 620-5577
はぎの医院 本町11-6 622-2206 大生医院 万町82-1 622-4769
みぎたクリニック 本町13-8 621-5655 岡部クリニック 万町123-5 622-3439

松が谷 水谷医院 松が谷16 676-0038 八王子脊椎外科クリニック 万町173-1 655-5566
熊沢内科クリニック 松木31-18 670-3331 菅原脳神経外科クリニック 万町175-1 622-3000
亀谷診療所 松木48-10 グランドゥール1F 689-5959 八王子循環器クリニック 万町175-1 620-3580
鳥羽クリニック みつい台1-18-1 691-1044 八王子消化器病院 万町177-3 ６２６－５１１１
吉岡医院 みつい台2-3-18 691-3419

南浅川町 高尾厚生病院 南浅川町3815 661-0316
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※実施医療機関は年度の途中で変更になる場合があります。
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