
病医院名 代表者名 住         所 電  話

青山病院 青山弘彦 瀬戸市南山町1-53 82-1118

あさいクリニック 浅井敬子 瀬戸市東権現町3 84-3115

あさい病院 浅井寿正 瀬戸市矢形町178-1 84-3111

浅野内科 浅野公造 瀬戸市上之山町3-45-2 85-0600

イトウ内科小児科 伊藤清隆 瀬戸市平町1-61 21-8400

井上病院 井上智司 瀬戸市川北町2-11 76-2300

打田内科クリニック 篠原由里 瀬戸市中水野町2-736 48-7771

おいわけクリニック 加藤晴通 瀬戸市西追分町113 82-4088

おおたけニコニコクリニック 大竹一生 瀬戸市西寺山町20 86-0086

大橋医院 大橋  満 瀬戸市北脇町149 82-2052

おおわき内科クリニック 大脇　忠 瀬戸市水南町163 85-3331

おわり瀬戸ひびの内科クリニック 日比野清富 瀬戸市西本町2-8 82-0222

加藤医院 加藤正仁 瀬戸市品野町5-333 41-0172

髙阪内科 髙阪  崇 瀬戸市南仲之切町111 21-5011

ごとう内科クリニック 後藤啓五 瀬戸市八幡台1-1 84-3355

坂田内科 坂田成一郎 瀬戸市西本町1-11 87-0169

佐々木外科 佐々木  晋 瀬戸市菱野台3-60 84-7211

さとう内科クリニック 佐藤郁子 瀬戸市西本地町1-128 76-5871

しなのクリニック 水野　孝 瀬戸市品野町6-117 41-3101

せとぐち内科 林  富士雄 瀬戸市瀬戸口町144 21-6170

瀬戸みどりのまち病院 浅井健次 瀬戸市緑町2-114-1 84-3113

たかはしクリニック 高橋正行 瀬戸市西十三塚町53-2 87-1123

中央病院 青山貴彦 瀬戸市陶原町3-12 82-1200

とりいクリニック 鳥井彰人 瀬戸市石田町45-1 89-5111

長江内科小児科医院 長江逸郎 瀬戸市前田町11 82-6235

野田内科小児科医院 野田正治 瀬戸市菱野台2-29 21-3800

ひがしの医院 東野一二 瀬戸市赤重町11-1 85-1110

藤本クリニック 藤本牧生 瀬戸市窯神町4 87-3888

三浦内科クリニック 三浦　悟 瀬戸市みずの坂2-26 48-6101

水野病院 河辺達夫 瀬戸市小田妻町1-190-2 48-2231

やまうち内科 山内雄一郎 瀬戸市東横山町158-1 21-1166

山手クリニック 垣花将史 瀬戸市山手町283-1 88-0080

横山クリニック 横山繁樹 瀬戸市東長根町35 85-1212

あさひ内科 山内雅博 尾張旭市北本地ケ原町3-125 52-3221

あらかわ医院 新川正治 尾張旭市大久手町中松原39 53-9668

飯田クリニック 飯田幸雄 尾張旭市東栄町2-8-8 53-1711

いながきクリニック 稲垣　均 尾張旭市根の鼻町1-2-9 53-7277

犬飼クリニック 犬飼偉経 尾張旭市北原山町六田池2214-4 53-7070

大岩医院 大岩泰之 尾張旭市三郷町陶栄103 53-2806

尾張旭クリニック 鈴木  聰 尾張旭市東大道町原田2505-1 52-7111

尾張旭にいのみ内科消化器内科クリニック 新家卓郎 尾張旭市城前町1-10-12 56-7782

加藤内科クリニック 加藤誠章 尾張旭市三郷町中井田163 53-8500

河合クリニック 河合徹也 尾張旭市渋川町2-14-12 52-2221

きたはらやまクリニック 加藤彰浩 尾張旭市北原山町平池浦1856-1 54-1700
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くすのき内科 太田英樹 尾張旭市旭前町4-7-2 55-6607

佐伯小児科医院 佐伯　公 尾張旭市西大道町前田3794-2 53-2550

城山クリニック 黒江幸四郎 尾張旭市平子町長池上6399 51-1170

庄南内科 金森寛幸 尾張旭市庄南町4-112-1 769-1230

しんたに医院 新谷　理 尾張旭市上の山町間口3033-5 55-3577

せとかいどう花井クリニック 花井雅志 尾張旭市印場元町3-4-5 52-8715

なかじまクリニック 中嶋博久 尾張旭市北山町六反田21 52-6777

なかむら腎・泌尿器科クリニック 中村小源太 尾張旭市晴丘町池上125-9 54-0010

にったクリニック 新田正廣 尾張旭市瀬戸川町1-128 55-5550

はせがわ内科クリニック 長谷川　央 尾張旭市大久手町一の曽113 55-3001

畑中内科医院 畑中  徹 尾張旭市大塚町1-14-10 773-7205

ひでき・ゆかりクリニック 山本英輝 尾張旭市南本地ヶ原町2-14 51-1650

日比野外科 日比野壯貴 尾張旭市東栄町3-1-5 54-8666

星合クリニック 星合充基 尾張旭市新居町木の本7 51-0700

本地ヶ原クリニック 町田英之 尾張旭市南栄町旭ヶ丘57-3 52-2121

松井ハートクリニック 松井裕之 尾張旭市狩宿町3-71 55-5150

松尾医院 松尾　功 尾張旭市庄南町3-8-5 771-8017

緑ヶ丘ファミリークリニック 大野智義 尾張旭市緑町緑ケ丘121-81 54-2706

やすい医院 安井徹郎 尾張旭市白鳳町1-120 52-9555

わかお内科クリニック 若尾孝明 尾張旭市渋川町1-18-10 55-5222
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あさいクリニック 浅井敬子 瀬戸市東権現町3 84-3115

あさい病院 浅井寿正 瀬戸市矢形町178-1 84-3111

井上病院 井上智司 瀬戸市川北町2-11 76-2300

おおわき内科クリニック 大脇　忠 瀬戸市水南町163 85-3331

おわり瀬戸ひびの内科クリニック 日比野清富 瀬戸市西本町2-8 82-0222

中央病院 青山貴彦 瀬戸市陶原町3-12 82-1200

ひがしの医院 東野一二 瀬戸市赤重町11-1 85-1110

あさひ内科 山内雅博 尾張旭市北本地ケ原町3-125 52-3221

あらかわ医院 新川正治 尾張旭市大久手町中松原39 53-9668

飯田クリニック 飯田幸雄 尾張旭市東栄町2-8-8 53-1711

いながきクリニック 稲垣　均 尾張旭市根の鼻町1-2-9 53-7277

尾張旭にいのみ内科消化器内科クリニック 新家卓郎 尾張旭市城前町1-10-12 56-7782

はせがわ内科クリニック 長谷川　央 尾張旭市大久手町一の曽113 55-3001

ひでき・ゆかりクリニック 山本英輝 尾張旭市南本地ヶ原町2-14 51-1650

日比野外科 日比野壯貴 尾張旭市東栄町3-1-5 54-8666

緑ヶ丘ファミリークリニック 大野智義 尾張旭市緑町緑ケ丘121-81 54-2706

公立陶生病院 味岡正純 瀬戸市西追分町160 82-5101

旭労災病院 宇佐美郁治 尾張旭市平子町北61 54-3131
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