
診療・検査医療機関 瀬戸

2022.5.16現在

保健所名 医療機関名 住所 診療・検査
対応時間 電話番号

医療法人晴葉治会　あおばクリニック 瀬戸市西山町1-19
月～水金　    11:45～12:15 、18:00～18:30

土　　　　　11:45～12:15、16:00～16:30
0561-83-0022

医療法人青山病院 瀬戸市南山町1-53

月水金　    11:30～12:30、18:30～19:30

火木　　    14:00～16:00

土　　　　11:30～12:30

0561-82-1118

医療法人宏和会　あさい病院 瀬戸市矢形町178-1
月水金　          9:00～12:00、17:30～19:30

火木土　          9:00～12:00
0561-84-3111

医療法人社団順心会 井上病院 瀬戸市川北町2-11
月火木金　14:00～15:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
0561-83-3131

医療法人清登会　打田内科クリニック 瀬戸市中水野町2-736
月水金　　　8:30～12:00、16:00～18:30

火木土　　　 8:30～12:00
0561-48-7771

おおわき内科クリニック 瀬戸市水南町163 月～水、金　18:30～19:00 0561-85-3331

加藤医院 瀬戸市品野町5-333

月水金　         9:00～12:00、17:00～19:00

火木土　　     9:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0561-41-0172

坂田内科 瀬戸市西本町1-11
月木　           12:00～12:30、18:30～19:00

火金土           12:00～12:30
0561-87-0169

医療法人創彩会 せとぐち心療内科クリニック 瀬戸市福元町19-4 2Ｆ 月～土　       12:00～13:00 0561-89-4800

たかはしクリニック 瀬戸市西十三塚町53-2

月～土　        11:30～12:30

月火木金　    18:30～19:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0561-87-1123

とりいクリニック 瀬戸市石田町45-1

月火木金        11:30～12:45、18:30～19:15

水土　            11:30～12:45

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0561-89-5111

医療法人クリニックナガエ　長江内科小児科

医院
瀬戸市前田町11

月火　              9:00～13:00、16:00～18:00

水土　              9:00～13:00
0561-82-6235

野田内科小児科医院 瀬戸市菱野台2-29
月～水、金　8:30～11:30、17:30～19:30

土　           　 8:30～11:30
0561-21-3800

ひがしの医院 瀬戸市赤重町11-1
月～土　       9:00～11:30

月～水、金　15:00～17:00、18:00～19:00
0561-85-1110

医療法人社団良和会みずの坂こどもクリニッ

ク
瀬戸市みずの坂5-33

月～水金　      9:00～12:00、17:00～19:00

木土　              9:00～12:00
0561-48-8400

医療法人　こだま耳鼻科クリニック 瀬戸市水南町155-1
月～水金  11:00～ 12:00

土　12:00～13:00
0561-87-4187

医療法人　三浦内科クリニック 瀬戸市みずの坂2-26

月～土　　      9:00～12:00

月～水、金    16:00～19:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0561-48-6101

医療法人　イトウ内科小児科 瀬戸市平町1-61-1

火水金　       10:00～11:00

　　　　　　17:00～18:00

木　　　　　10:00～11:00

0561-21-8400

医療法人　大橋医院 瀬戸市北脇町149
月火木金　      9:00～11:00、15:30～18:00

土                    9:00～11:00
0561-82-2052

ごとう内科クリニック 瀬戸市八幡台1-1

月～水金       11:30～12:30

　                  17:30～18:30

土　               11:30～12:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0561-84-3355

医療法人　中央病院 瀬戸市陶原町3-12

月火木金　    11:00～12:00

                       16:00～17:00

水土　            11:00～12:00

0561-82-1200

おいわけクリニック 瀬戸市西追分町113
月～土　　　12:00～13:00

月～水、金　18:30～19:00
0561-82-4088

　※　診療・検査対応時間が変更されている場合もありますので、必ず事前に電話予約の上、医療機関の指示に従って受診してください。ま

た、本医療機関へ「陰性証明を目的とした検査」についての問い合わせは、お控えいただくよう、お願いします。
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おおの耳鼻咽喉科クリニック 瀬戸市西本地町1丁目70-1 月、火、水、金　11:30～12:30 0561-21-2100

医療法人　やまうち内科 瀬戸市東横山町158-1

月～土　  9:00～12:00

※受診前に必ず電話でお問い合わせください

※自院患者に対する診療・検査に限っています

0561-21-1166

クリニックベル 瀬戸市北浦町3丁目16番地
月～金　13:00～15:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
0561-83-2828

瀬戸みどりのまち病院 瀬戸市緑町2-114-1 月～金　9:00～12:00 0561-84-3113

医療法人嶺会　髙阪内科 瀬戸市南仲之切町111
月～土　9:00～12:00

月火木金　16:30～19:00
0561-21-5011

浅野内科 瀬戸市上之山町3-45-2

月火木金　9:00～12:00、17:00～19:30

水　9:00～12:00

土　9:00～13:00

0561-85-0600

瀬戸市立休日急病診療所 瀬戸市西長根町７番地 日・祝日　9:00～12:00、14:00～17:00 0561-82-9911

医療法人あらかわ医院 尾張旭市大久手町中松原39
月～金　       8:30～12:00、16:00～19:00

土　　　　　8:30～12:00
0561-53-9666

医療法人幸悠会　飯田クリニック 尾張旭市東栄町2-8-8

月、水～土　10:45～11:45

月、水、金　18:00～18:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0561-53-1711

医療法人いながきクリニック 尾張旭市根の鼻町1-2-9
月～土　       11:00～12:00

月～水、金　18:00～19:00
0561-53-7277

医療法人翔峰会　加藤眞二クリニック 尾張旭市東印場町二反田41

月～金　         9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　  9:00～13:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0561-52-8811

医療法人宏樹会　くすのき内科 尾張旭市旭前町4-7-2
月～土　       9:00～12:00

月火木金　　16:00～19:00
0561-55-6607

城山クリニック 尾張旭市平子町長池上6399
月～水金土　  8:30～12:30

月～金　       15:30～19:30
0561-51-1170

しんたに医院 尾張旭市上の山間口3033-5
月火木金       11:30～12:00、18:30～19:00

水土　　　　11:30～12:30
0561-55-3577

せとかいどう花井クリニック 尾張旭市印場元町3-4-5

月～金　         11:45～12:00

月火木金　     18:45～19:00

土　                12:15～12:30

0561-52-8715

日比野外科 尾張旭市東栄町3-1-5

月火木金　9:00～12:00、13:00～14:00、17:00～

19:00

水　9:00～12:00

土　9:00～12:00、13:30～15:00

0561-54-8666

星合クリニック 尾張旭市新居町木の本7
月～土　8:30～12:00

月～水金       16:30～19:00
0561-51-0700

医療法人本地ヶ原クリニック 尾張旭市南栄町旭ヶ丘57-3

月火金　11:30～12:30、18:30～19:30

木　11:30～12:30、15:30～16:30

土　11:30～12:30

0561-52-2121

緑ヶ丘ファミリークリニック 尾張旭市緑町緑ヶ丘121-81
月～土　9:00～12:00

月火木金　16:00～18:00
0561-54-2706

独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院 尾張旭市平子町北61番地 8:30～17:00 0561-54-3131

医療法人　あさひ内科 尾張旭市北本地ケ原町3-125

月～水金　    11:30～12:00

                       18:00～18:30

木土　            11:30～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0561-52-3221

犬飼クリニック 尾張旭市北原山町六田地2214-4

月火水金　      8:30～12:00

                       16:30～19:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0561-53-7070
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うりすクリニック 尾張旭市三郷町陶栄3

月～水金　      9:00～12:00

                       16:00～19:00

土　                  9:00～12:00

                       16:30～18:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0561-51-1021

かなもり小児科 尾張旭市旭前町5-7-8ｱﾈｯｸｽﾋﾞﾙ1F

月火木金　    10:00～12:00

                       16:00～18:00

水土　            10:00～12:00

0561-54-7252

医療法人　佐伯小児科医院 尾張旭市西大道町前田3794-2

月～水金　       9:00～12:00

                        16:30～18:30

木土　              9:00～12:00

0561-53-2550

医療法人　なかじまクリニック 尾張旭市北山町六反田21
月火木金　    11:00～12:00

                       17:00～18:00
0561-52-6777

医療法人　ひできゆかりクリニック 尾張旭市南本地ケ原町2-14

月火木金　    12:00～13:00

                       19:00～20:00

水土　            12:00～13:00

0561-51-1650

松尾医院 尾張旭市庄南町3-8-5
月～土　          9:00～12:00

月～水金　     18:00～19:00
052-771-8017

医療法人　加藤内科クリニック 尾張旭市三郷町中井田163番地2

月、火、木、金  9:00～12:00、16:30～19:00

水　9:00～12:00

土　9:00～13:00

0561-53-8500

河合クリニック 尾張旭市渋川町2-14-12
月、火、水、金　11:00～12:00、18:00～19:00

土　11:00～12:00
0561-52-2221

医療法人こいで耳鼻咽喉科 尾張旭市三郷町栄10-1 月火木金　11:30～12:00、17:00～17:30 0561-53-3711

庄南内科 尾張旭市庄南町4-112-1

土　11:00～12:00

月火水金　17:00～18:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-769-1230

土屋耳鼻咽喉科クリニック 尾張旭市南栄町黒石64-3

月火木金　9:00～12:00、15:00～18:00

水　9:00～12:00

土　9:00～13:00

0561-52-1010

やすい医院 尾張旭市白鳳町1-120
月火水金　9:00～12:00、16:00～19:00

木土　9:00～12:00
0561-52-9555

医療法人おおはらクリニック 豊明市栄町大根１-５９

月･火･木･金　11:30～12:00、18:30～19:00

水･土　11:30～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0562-85-5678

三崎クリニック 豊明市三崎町中ノ坪24-7
月･火･木･金　11:30～12:00、18:30～19:30

水･土　11:30～12:00
0562-92-1010

成田内科循環器科 豊明市沓掛町荒井11の5
月･火･金　11:30～12:30、18:30～19:30

水･木･土　11:30～12:30
0562-92-8110

やまだ形成外科内分泌内科クリニック 豊明市前後町大狭間1448-11
月･火･木･金･土　 12:00～13:00

かかりつけの患者に対する検査に限っている
0562-93-6680

藤田医科大学病院 豊明市沓掛町田楽ケ窪１番地９８

月曜～金曜　8:15～17:00

土曜　8:15～12:30

医師が必要と認めた場合のみ検査実施

検査目的のみでの受診は原則不可

0562-93-2111

大久伝内科 豊明市大久伝町南3-13
月～木　10:00～12:00、17:00～19:00

金、日　10:00～12:00
0562-92-3883

おおはしこどもクリニック 豊明市栄町大根1-1

月、木、金　  9:00～12:00、15:30～18:30

火　　　　　  9:00～12:00、17:00～18:30

水、土　　　  9:00～12:00

0562-96-2201

すずき内科クリニック 豊明市三崎町高鴨5-9
月～水金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　9:00～12:00
0562-93-1280

かんどこどものアレルギークリニック 豊明市二村台4-14-9
月～水金　9:00～12:00、15:30～18:30

土　9:00～11:00
0562-38-7088

前原外科・整形外科 豊明市阿野町西ノ海戸16-1
月火木金　9:00～12:00、15:00～17:00

土　9:00～12:00、13:00～15:00
0562-92-5130
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深谷胃腸外科 豊明市大久伝町西54-6
月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

水土　9:00～12:00
0562-93-1241

中山内科 豊明市前後町大代1605-68
月～土：9：00～12：00

月・火・木・金：18：00～19：30
0562-97-0121

医療法人財団愛泉会 愛知国際病院 日進市米野木町南山987-31

月･水･金　9:00～12:00、13:30～15:30、17:30～

20:00

火･木･土　9:00～12:00

0561-73-7721

医療法人大医会 日進おりど病院 日進市折戸町西田面110番地

月～金　9:00～10:00、10:30～11:30、13:00～

15:00、15:30～16:30

土　9:00～10:00、10:30～11:30

0561-73-7771

うかい医院 日進市東山4-621-2
月～金　9:00～12:30、15:30～19:00

土　9:00～12:30
0561-74-1551

日進クリニック 日進市北新町二段場10番地 月～土　14:00～16:00 0561-73-9724

きまたクリニック 日進市赤池南2-111
月･火･木･金　9:00～10:30、16:00～17:30

水･土　9:00～10:30
052-808-2233

プライムツリーこどもクリニック 日進市赤池町箕ノ手１　プライムツリー赤池１F

月火水金　9:00～12:00、16:00～19:00

木　9:00～12:00

土　9:00～13:00

052-875-5900

医療法人 平針北クリニック 日進市赤池町屋下306-2
月･火･木･金　13:00～15:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-803-1103

川出耳鼻咽喉科 日進市梅森台2-212
月～水、金11:00～12:00、17:30～18:30

土11:00～13:00
052-806-4133

医療法人ふくしまファミリー内科 日進市岩崎台1-1239
月～水,金,土 　8:30～12:00

月～金　　　 16:00～19:00
0561-72-8222

アガペクリニック 日進市折戸町孫三ヶ入61番地
月、水、金    11:45～12:45、18:30～19:30

火、木、土　11:45～12:45
0561-74-3000

日進胃腸科・外科 日進市栄3-1204 月、火、水、金　13:00～16:00 0561-72-5800

はやかわ子どもクリニック 日進市岩崎台4-1011
月火木金　 9:00～12:00、15:30～18:30

水土　　9:00～12:00
0561-75-0415

いわさき耳鼻咽喉科 日進市竹の山2-2110
月、火、木、金　12:00～13:00、18:30～19:30

土　13:00～14:00
0561-75-4187

医療法人川井小児科クリニック 日進市栄2-112
土日　9:00～12:00

月水金　15:30～18:00
0561-72-7070

米野木ファミリークリニック 日進市米野木町油田157
月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

水土　9:00～12:00
0561-56-9276

おやま耳鼻咽喉科 日進市香久山2-2104
月～金　11:30～12:00、18:30～19:00

土　12:30～13:00
052-800-3781

東名古屋医師会休日急病診療所 日進市蟹甲町中島22 日・祝　10:00～11:30、14:00～16:00 0561-73-7555

たつらクリニック 日進市竹の山5-1501
月～水金　10:00～11:00、17:00～18:00

木土　10:00～11:00
0561-73-3636

竹の山クリニック 日進市竹の山2-2412
月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

水土　9:00～12:00
0561-75-6050

かさしま耳鼻咽喉科クリニック 日進市栄4-103

月・火・水・金　12:00～12:30、18:30～19:00

木　18:30～19:00

土　13:00～13:30

0561-72-8733

立松整形外科・内科クリニック 日進市梅森町西田面17-1
月火木金　11:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-802-8600

ＯＢＫタカＥクリニック 日進市浅田町森下116-1

月～土　9:00～12:00

月・火・金　14:00～18:00

水　14:00～17:00

第１.３.５木曜:14:00～17:00

第２.４日曜:9:00～12:00

052-838-8686

金山クリニック 日進市藤塚3-565
月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

水土　9:00～12:00
0561-72-7111

三本木クリニック 日進市三本木町細廻間2-1
月火木金　9:00～12:00、15:30～18:30

水土　9:00～12:00
0561-56-4532
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佐藤クリニック 日進市米野木町丁田20-1

月～土　11:00～12:00

月・火・木・金　18:00～19:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0561-74-7888

つねかわファミリークリニック 日進市野方町稲荷2-1
月・火・木・金　11:00～12:00、18:00～19:00

土　11:00～12:00
0561-76-2525

杉上クリニック 日進市岩崎町芦廻間87-1
月～金　9時～12時、16時半～19時半

土　9～12時
0561-72-5050

医療法人みやがわクリニック 日進市赤池3-2104
月～土　8:30～12:30

月、火、木、金　15:00～19:00
052-800-2277

東名病院 長久手市作田一丁目1110
月～金　11:45～12:45

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
0561-62-7511

たんぽぽクリニック 長久手市丁子田15-155 月～金　12:00～13:00、18:00～19:00 0561-42-4099

杉山耳鼻咽喉科 長久手市作田2-1201
月～水、金11:00～12:00、17:00～18:00

土11:00～13:00
0561-62-1952

かおる耳鼻咽喉科・アレルギー科 長久手市池田95-1
月、火、水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　9:00～13:00
0561-61-1234

杁ヶ池KIDSクリニック 長久手市杁ヶ池1506
月、火、木、金　9:00～12:00、16:30～18:00

水　9:00～12:00
0561-63-8639

祖父江クリニック 長久手市原邸819
月、火、水、金　9:30～11:30、17:00～18:00

木、土　　   10:00～11:00
0561-64-1170

図書館通りクリニック 長久手市仲田1104

月、火、水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

木　9:00～12:00

土　9:00～13:00

0561-56-0093

ファミリークリニック優 長久手市根嶽1403
月～水、金　 9:00～12:00、16:00～19:00

土　9:00～15:30
0561-64-5505

長久手耳鼻咽喉科 長久手市菖蒲池103
月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　9:00～12:00
0561-63-7771

ながくて西クリニック 長久手市上川原22-4

月～水金　9:00～12:00、16:00～19:00

木　  9:00～12:00

土　  9:00～13:00

0561-64-3737

藤が丘北　佳クリニック 長久手市下山46-4
月火木金　9:30～12:30、16:00～19:00

水土　9:30～12:30
0561-64-5617

永井内科クリニック 長久手市氏神前116
月火木金　9:00～12:00、17:00～19:30

水土　9:00～12:00
0561-62-2233

ながくて北川こどもクリニック 長久手市氏神前212
月～土：9：00～12：00

月～水、金：15：30～18：00
0561-63-6603

医療法人　水野内科 長久手市岩作権田22-2
月～土　12：10～13：10

月・火・水・金　19：10～20：10
0561-63-4800

堂森グリーンロードクリニック 長久手市城屋敷１２１０番地

月～土曜　09:00～12:00

月・火・水・金 　16:30～19:30

土　17:00～19:00

0561-62-5800

佐光内科 長久手市作田2-1105
月・火・木・金　9：00～12：00、16：30～19：00

水・土　9：00～12：00
0561-62-7011

東郷春木クリニック 愛知郡東郷町春木清水ヶ根237番地
月～木　8:00～9:00、14:00～15:00

金・土　8:30～9:00、14:00～15:30
0561-37-5271

松浦医院 愛知郡東郷町兵庫四丁目3番地８
月･火･水･金　11:00～12:00、16:00～19:00

木･土　11:00～12:00
0561-37-5001

医療法人 まつもとクリニック 愛知郡東郷町春木音貝97番地
月･火･木･金　12:00～13:00、15:00～16:00

水･土　12:00～13:00
052-848-8888

医療法人樹心会　わごうヶ丘クリニック 愛知郡東郷町和合ケ丘1-5-6

月、金　　　 9:00～12:00

　　　　　   12:00～13:00

　　　　　   15:30～16:30

火、木　　   12:00～13:00

　　　　　   15:30～16:30

水　　　　　 9:00～12:00

0561-38-1616

医療法人白壁会　たなか内科 愛知郡東郷町春木新池37 月～土　8:00～  9:00、12:00～13:00 0561-38-8866
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本多医院 愛知郡東郷町北山台1-3-9
月、火、木、金　12:30～13:45、18:45～19:30

水、土　　　12:30～13:45
0561-39-0139

東郷町国民健康保険東郷診療所 愛知郡東郷町大字諸輪字北山158の90

月、水　　　  8:30～12:00、14:00～17:00

火、木、金　  8:30～12:00

土　　　　　14:00～17:00

0561-39-0054

やまクリニック
愛知郡東郷町和合ヶ丘3-1すまいるプラザ和合ヶ

丘２階

月火木金　11:00～12:00

                   18:00～19:00

水土　　　11:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

0561-37-1050

医療法人真学会　秋田耳鼻咽喉科クリニック 愛知郡東郷町三ツ池4-2-3
月火木金　9:00～12:00、15:00～18:30

土　９:00～13:00
0561-37-2777

宮本ファミリー耳鼻科 愛知郡東郷町白鳥2-22-12

月火金　8:50～12:00、15:50～19:00

水　15:50～19:00

木　8:50～12:00、14:30～18:00

土　8:50～12:00

0561-38-5558

白鳥内科・在宅クリニック 愛知郡東郷町白鳥3-13-21イーストヒル白鳥105

月火木金　9:00～12:00、19:00～24:00

水　19:00～24:00

土　18:00～24:00

日　9:00～24:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

050-8882-4195

医療法人　山口こどもクリニック 愛知郡東郷町大字春木字新池51

月・火・木・金・日　9:30～11:30

月・火・木　16:30～18:30

金　17:00～18:30

土：10:00～11:30

予約制のため電話かweb(ホームページ)から予約し

てください

0561-37-1100
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