
診療・検査医療機関のうち公表の了承が得られた医療機関 名古屋市

2022.2.17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

末盛内科クリニック 名古屋市千種区末盛通3-6　和田眼科ビル1階
月、火、木、金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　9:00～12:00
052-753-5517

医療法人　江口医院 名古屋市千種区神田町24-1
月、火、木、金　　9:00～12:00、16:00～19:00

水、土　　　  9:00～12:00
052-711-6993

医療法人　足立内科 名古屋市千種区東山通1-12

月～土　　　9:00～12:00

月、火、木、金

17:00～19:00

052-783-0078

医療法人二葉会　清水クリニック 名古屋市千種区今池五丁目17-4

月、水、金　9:00~12:30、14:30～17:30

火、土　　　9:00~12:30

木　　　　　14:30~17:30

052-731-0821

医療法人　すぎもと在宅医療クリニック 名古屋市千種区今池二丁目1-16八晃ビル206 月～金　　　9:00~12:00、18:00~20:00 052-731-5326

医療法人中島医院 名古屋市千種区霞ヶ丘2-9-17
月、火、木、金　9:00～12:00、16:30～18:30

水、土　　　 9:00～12:00
052-723-5115

医療法人順秀会　星ヶ丘内科
名古屋市千種区井上町113番地星ヶ丘中央ビル3

階

月～金　　　9:00～13:00、16:00～19:00

土　　　　　9:00～13:00
052-788-2222

医療法人順秀会　東山内科 名古屋市千種区東山通5丁目103番地

月～金　　　9:00～12:00、17:00～19:00

土　　　　　9:00～12:00、13:30～17:00

日　　　　　10:00～13:00

052-781-1235

医療法人順秀会　メディカルパーク今池
名古屋市千種区今池1丁目8番8号　今池ガスビ

ル2階
月～土　　　9:00～13:00、14:00～18:00 052-715-6070

医療法人　かとう医院 名古屋市千種区今池5-21-15
月火木金　9:00～12:00、16:00～18:30

土　9:00～12:00
052-731-3333

イノコシ外科内科リハビリテーション室 名古屋市千種区宮根台１-５-４

月、水～金　11:30～12:00

　　　　　　18:30～19:00

火、土　　　11:30～12:00

052-771-2611

井畑クリニック 名古屋市千種区下方町4-55

月、火、木、金

9：00～11：00

16：00～18：00

土　9：00～11：00

052-725-3387

井上内科クリニック
名古屋市千種区覚王山通8-70-1　サンクレア4

Ｆ

月～水、金

12:00~12:30　17:30~18:00

土　12:00~12:30

052-764-5516

医療法人豊隆会　ちくさ病院 名古屋市千種区今池南4-1 月～金　　　9:00～18:00 052-741-5331

医療法人生寿会　覚王山内科・在宅クリニッ

ク

名古屋市千種区覚王山通9-19-8  ＫＩＲＡＲＩ

ＴＯ覚王山2Ｆ　2Ａ号室

月～水、金　11:30～12:30

　　　　　　18:00～19:00

木、土　　　11:30～12:30

（祝日・年末年始除く）

052-757-5218

　※　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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2022.2.17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

　※　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。

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 名古屋市千種区若水1丁目2番23号
月～金　　　9:00～12:00

　　　　　　13:00～15:30
052-721-7171

伊東内科クリニック 名古屋市千種区山添町1-26

月～土　　    8:30～12:30

月～水、金　12:30～14:30

月～水、金　17:00～19:30

052-751-5588

星が丘耳鼻咽喉科
名古屋市千種区星が丘元町14-4　星が丘プラザ

ビル3階

月～水、金

9：00～12：00

15：00～18：00

土　9：00～12：00

（一般診療終了後のため前後することあり）

052-789-1500

打越かとうクリニック 名古屋市千種区桜が丘295　第8オオタビル2F

月~土　8：30~9：00

　　　12：00~12：30

月~水、金

16：00~16：30

19：00~19：30

052-781-0711

いのまたクリニック 名古屋市千種区四谷通1-13　ノア四ツ谷１F
月～水金　9:00~13:00、16:00～19:00

土　9:00～13:00
052-734-8788

村元内科クリニック 名古屋市千種区清住町3丁目53番地の1

月~土　11:30~12:30

月、火、水、金

18:00~19:00

052-781-0160

加藤医院 名古屋市千種区清明山1-11-20

月～水、金

9:00~11:00、16:00~18:00

木、土

9:00~11:00

052-723-0511

国家公務員共済組合連合会　東海病院 名古屋市千種区千代田橋1-1-1 月～金　12:30~14:30 052-711-6131

医療法人昌峰会　加藤病院 名古屋市千種区末盛通2丁目15番地
月～金　9:00～12:00、13:00～17:30

土　9:00～12:00
052-751-1596

ばば　みみ・はな・のど　クリニック 名古屋市千種区日和町1-1-4
月、火、水、金　14:00～16:00

土　13:00～15:00
052-757-3387

奥村クリニック 名古屋市千種区今池３-１６-１２三貴ビル２階
月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

水　9:00～12:00
052-745-9511

内科　和田クリニック
名古屋市千種区千代が丘５-５０　ショッピング

センターコスモ３階　３０５号

月～水、金9：00～12：00　16：00～19：00

木、土　9：00～12：00
052-777-6767

春岡通クリニック 名古屋市千種区春岡通5-15 月火木金　11:00～12:00、15:30～16:30 052-888-8600

堀内内科消化器科クリニック 名古屋市東区芳野3-6-4-D003
月、火、木、金 12:00~12:20、19:00~19:20

水、土　12:00~12:20
052-933-0808

おなか内科東白壁クリニック 名古屋市東区芳野1-1-15
月、火、木、金　　9:00~12:00、16:30～18:00

水土　　9:00~12:00
052-908-3721
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2022.2.17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

　※　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。

医療法人はなみ会　伊藤耳鼻咽喉科東診療所 名古屋市東区古出来1-2-22

月火木~土　8:30～9:00

月火木金　12:00～13:00

（事前電話必要）

052-723-8709

出来町クリニック 名古屋市東区新出来2丁目6番7号
月、火、木、金　9:00～11:30、16:00～18:30

水、土　　　 9:00～11:30
052-933-2335

AOI名古屋病院 名古屋市東区泉二丁目2番5号 月～金　9：00～12：00 052-932-7152

医療法人友愛会　オズモール内科クリニック 名古屋市東区東大曽根町21-8
月～水、金　　9：00～12：30、16：00～19：00

土、日　9：00～12：30
052-918-0012

荒川医院 名古屋市東区泉1丁目5-24

月～水金　9：00～13：00

　　　　  17：30～19：30

木土　9：00～13：00

052-971-0082

愛知医科大学メディカルクリニック 名古屋市東区東桜2-12-1
月～金　　　8:30～11:00

　　　　　　12:00～15:30
052-931-2215

医療法人　丸井医院 名古屋市東区泉2-19-2

月～水、金、土

9:00～12:30

月、水、金　17:00～19:30

052-931-0601

尾崎クリニック 名古屋市東区大曽根1-2-25
月~土　11:30~13:30

月水金　19:30~20:30
052-914-0378

しらかべ耳鼻科・小児科 名古屋市東区芳野1-2-1

月～水、金　8:00~8:30、11:30~15:00、

17:30~18:30

土　8:00~8:30、12:00~13:00

052-936-8733

近藤医院 名古屋市東区出来町1-10-27

月～金

9:00～12:00　17:00～19:00

土　9:00～12:00

052-935-3010

はまうづクリニック
名古屋市東区砂田橋４-１-５２コノミヤ砂田橋

２階

火～水、金～土　9:00~12:00、17:00~19:00 052-721-8066

木村医院 名古屋市東区筒井3-15-7 月火金　9:00～12:00、16:00～19:00

水土　9:00～12:00
052-935-5526

なごや訪問クリニック 名古屋市東区芳野3-6-4 月火木金　17:00～20:00 052-930-5250

森本医院 名古屋市東区矢田５-1-8 月～水金　9:00～12:00、17:30～19:30

土　9:00～12:00
052-711-7006

名古屋市医師会急病センター 名古屋市東区葵1-4-38

月～金　20:00～6:00

土　18:00～6:00

日祝　10:00～12:00、13:00～17:00、18:00～6:00

052-937-7801

さとう栄耳鼻咽喉科 名古屋市東区泉1-16-3 その日ごとに電話で来院時間を指示 052-972-6536
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2022.2.17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

　※　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。

社会医療法人愛生会総合上飯田第一病院 名古屋市北区上飯田北町2-70 月～金　　　9:00～16:00 052-991-3111

医療法人こうけつ耳鼻咽喉科 名古屋市北区楠5-607
月～水、金    12:00~13:30　19:00~20:30

土　　　　　13:00～15:00
052-903-8733

たけなかクリニック 名古屋市北区大曽根3-7-3

月、火、木、金 　8:30~8:45、12:30~13:00、

15:30~16:00、19:00~19:30

土　8:30~8:45、12:30~13:00

052-910-3663

猪子内科クリニック 名古屋市北区清水5-13-6
月～土　　　9:00～12:00

月、火、木、金　　17:00～19:30
052-991-3221

あさみ耳鼻咽喉科医院 名古屋市北区敷島町52番地 月～土　　　13:00～15:00 052-916-4133

宮永医院 名古屋市北区柳原二丁目1-12 月、水、金　9:00~11:00 052-981-6454

河村耳鼻咽喉科 名古屋市北区清水4丁目13-10 月～土　12:00までに連絡があった方のみ対応 052-916-0435

さくらんぼクリニック 名古屋市北区田幡1-1-3
月～水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　9：00～12：00、15：00～17：00
052-981-1211

やまね病院 名古屋市北区楠味鋺4丁目1524番地
月～土　10：00～12：00

第3土曜日は休診につき0
052-901-3255

鈴木医院 名古屋市北区城東町4-84 月、火、木、金　8:00~9:00、13:00~14:00 052-981-2282

中井内科医院 名古屋市北区志賀町2-65　志賀ビル2F

月、火、木、金　9：00～12：30、15：00～18：30

水、土　9：00～12：30

（ただし、事前に電話にて時間を指示）

052-912-8822

社会医療法人　大真会　大隈病院 名古屋市北区大曽根二丁目9番34号 月～金　13：00～16：00 052-991-2111

医療法人藍靖会　たけなか外科内科こどもク

リニック
名古屋市北区金城町四丁目72番地

月～金　8：30～12：00

　　　　15：00～18:30

土　8：30～12：00

052-916-2161

北医療生活協同組合　北病院 名古屋市北区上飯田南町2-88

月～土　　　9:00～11:30

月、木　　　17:30～19:30

日曜日急患対応はやっています。

052-915-2301

やまもとクリニック 名古屋市北区如意4-102

月～水、金　12:00～13:30、19:00～19:30

木　12:00～13:00

土　12:00～14:00

052-902-2413

わたなべ内科クリニック 名古屋市北区水草町2-49

月、火、木、金

9:00～12:00

16:00～19:00

水、土　9:00～12:00

052-910-5501

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

横井耳鼻咽喉科 名古屋市北区萩野通1-27-2

月～水、金、土

9:00～12:00

月～水、金　16:00～19:00

052-911-3616

医療法人　いしぐろクリニック 名古屋市北区如意2-118
月～水、金、土

10:00～12:00
052-903-1133

おおすぎハツノ内科クリニック 名古屋市北区大杉3-15-3

月火木、金　8:00~9:00、12:00~16:00、

19:00~20:00

水、土　8:00~9:00、12:00~13:00

052-911-0700

医療法人　もしもしこどもクリニック 名古屋市北区柳原２-１２-２６ 月～金　　　9:00～11:00 052-912-6582

かわなかクリニック 名古屋市北区川中町11-8
月~水、金　9:00~12:30、16:00～18:30

土　9:00~13:00
052-325-7025

医療法人忠恕会　小林内科 名古屋市北区黒川本通3-67
月、火、木、金　17:00~17:30

水、土　12:00~12:30
052-915-5571

医療法人藤成会　加藤医院 名古屋市北区山田1丁目13-77

月、火、木、金

12：30~13：00

18：30~19：00

水、土　12：30~13：00

052-915-8511

たいようこどもクリニック 名古屋市北区黒川本通5-22-1
月火水金　8:00~9:00、12:00~16:00

土　8:00~9:00
052-911-3211

なごや内科整形婦人科 名古屋市北区楠4丁目137
365日無休

24時間受け入れ可能
052-901-1313

医療法人和々会　堀田医院 名古屋市北区八代町2-74

月、火、水、金

9:00~11:45、16:30~18:30

木、土　9:00~11:45

052-991-8581

清水内科クリニック 名古屋市北区平安 1-8-50
月～土　9:00～12:00

月～水金　16:00~19:00
052-912-0002

中切パークサイドクリニック 名古屋市北区中切町2丁目10番地
月、火、水、木、金、土　9:00～12:00

月、火、水、金　16:00～18:00
052-914-2008

医療法人玲優会　ひらい内科クリニック 名古屋市北区山田四丁目1-52

月、火、水、金

9：00～12：00

14：00～16：00

木、土　9：00～12：00

052-919-1661

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 名古屋市北区平手町1-1-1 月～金　9:00～12:00 052-991-8121

工藤外科クリニック 名古屋市北区池花町274 月～土　11:00～12:00 052-901-8890

柳原みんなの診療所 名古屋市北区柳原1-18-8タカノビル１階

月火木金土　10:00～19:00

水　　10:00～18:00

日　　10:00～17:30
052-991-3930

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

こばやしこどもクリニック 名古屋市北区光音寺2-13 月火木金　10:00～12:00､16:00～18:00 052-938-7670

医療法人　藤仁会　藤原医院 名古屋市北区清水3-12-23 月火木金　11:00～12:00、18:00～19:00

土　11:00～12:00
052-981-1955

医療法人　榊原内科診療所 名古屋市北区三軒町12-1

月木金　9:00～12:00、16:30～19:00

火　8:30～12:00、17:00～19:00

土　8:30～12:00
052-901-2188

北医療生活協同組合　あじま診療所 名古屋市北区楠味鋺3-1001-1 月～土　10:30～11:30

月火木金　19:00～19:30
052-901-3011

はやしクリニック 名古屋市西区栄生1丁目32-12
月～水、金　  8:30～12:30、14:45～17:45

木、土　　　  8:30～12:30
052-571-7976

医療法人　きとう小児科医院 名古屋市西区香呑町4丁目28番地

月、水、金　8:30～12:00、18:00~19:30

火、土　　　8:30~12:00

日　　　　　9:30~12:30
052-521-7677

Family Clinic　みわた小児科 名古屋市西区城西2丁目11-3
月～水、金　17:00～19:00

木、土　8:30～11:30
052-531-3759

横井医院 名古屋市西区枇杷島3-9-1
月、火、木、金　9:00～12:00　15:30～19:00

土　9：00～13：00
052-531-0308

なかむら内科 名古屋市西区上名古屋1-14-23 月、火、木、金　12:30~16:30 052-521-7667

城西こどもクリニック 名古屋市西区城西4-19-10
月～木　　　9:00～12:00、16:30～18:30

水、土　　　9:00～12:00
052-531-4970

医療法人光寿会　多和田医院 名古屋市西区上名古屋二丁目15番23号
月火木　9:00～12:00、17:00～19:00

土　 9:00～12:00
052-531-1263

医療法人　川上内科整形外科 名古屋市西区南川町１１２-１

月、火、木、金　12：30～13：30、19：30～20：

30

土　12：30～13：30

052-502-1606

医療法人　桜井医院 名古屋市西区市場木町286
月～金　10:30～12:00、17:30～18:00

土　　　10:30～12:00
052-501-0165

加藤寿クリニック 名古屋市西区八筋町257番地

月、火、木、金

12：00～13：00

18：30～19：30

水、土　12：00～13：00

052-504-5231

さこう駅前クリニック 名古屋市西区栄生2-3-11　UNCビル1階
月~金　12:00~12:30、16:15~16:45、18:30~19:30

土（第1、3）12:00~13:00
052-583-5070

医療法人　ふじたファミリークリニック 名古屋市西区五才美町112 番

月～水、金　 8:30～12:00

　　　　　　16:00～19:00

木、土　　　8:30～12:00

052-509-5755

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

名鉄病院 名古屋市西区栄生2-26-11
月～金（祝日除く）

9:00~16:00
052-551-6121

医療法人紫陽　クリニックサンセール清里 名古屋市西区比良三丁目104番地

月～水、金

9:00~12:00、15:00~18:00

木、日

9:00~12:00

052-504-7111

米川医院 名古屋市西区花の木三丁目12番25号

月、火、水、木、金　10:00～10:30、15:30～

16:00、17:30～18:00

土　9:30～10:00

052-531-3050

愛知中央クリニック 名古屋市西区中小田井2-3-1　スギ薬局２階
月火水金　9：00～12：30、15：00～18：30

木土　9：00～13：00
052-504-1121

堀田病院 名古屋市西区江向町6-54

月、火、水、木

9：30～12：30

15：00～16：00

水、土　9：00～11：00

052-521-5527

医療法人成和会　西村耳鼻咽喉科皮ふ科 名古屋市西区南川町293 月火水金土　13：30～15：30 052-501-6607

やまかわこどもクリニック 名古屋市西区八筋町158番地の1 月～土　20：00～22：00 052-502-5021

医療法人　髙田内科医院 名古屋市西区幅下一丁目11-24

月、火、木、金

9：00～12：00

17：00～19：00

水、土　9：00～12：00

052-571-0124

かわい内科＆皮ふ科 名古屋市西区中小田井3-384-1
月火水金 9：00～12：00、16:00～19:00

木土　9:00～12:00
052-508-8699

渡辺クリニック 名古屋市西区歌里町２６１ 月火木金　12：00～13：00　19：00～20：00

土　12：00～13：00
052-503-3616

新道内科クリニック 名古屋市西区新道2-5-7 月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

水土　　　9:00～12:00
052-588-0160

医療法人耳鼻咽喉科まつおか医院 名古屋市西区那古野町2-7-8 月～水金土　9:00～11:00

月～水金　16:30～17:30
052-551-0673

松葉内科 名古屋市西区笹塚町1-3-1
月火木金　9:00~12:00、16:30～18:30

土　9:00～12:00
052-529-2211

なかおたいクリニック 名古屋市西区中小田井5-188
月火木金　11:00～12:00、18:00～19:00

水土　11:00～12:00
052-509-2876

キャッスルベルクリニック 名古屋市西区天塚町2-7
月～金　9:00～12:30、17:00～20:00

土　9:00～12:30
052-529-1333

酒井耳鼻咽喉科医院 名古屋市中村区長筬町3-56-1 月～金　12:00～14:00 052-412-3387

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

髙田内科クリニック 名古屋市中村区道下町2-25

月～水、金　9:00～12:00

                      16:30～19:30

木、土　　　9:00～12:00

052-482-1919

荒川内科小児科医院 名古屋市中村区名駅南五丁目1番6号
月、火、木、金　9:30～13:00、16:30～19:00

水、土　　　  9:30～13:00
052-331-0249

医療法人　ネオキッズ　ニコニコこどもクリ

ニック
名古屋市中村区上石川町3-10 月～水、金、土　12：00～14：00 052-411-6001

医療法人　細川外科クリニック 名古屋市中村区西米野町1-75-2

月～土　9：00～12：30

月～水、金

17：00～19：00

052-481-9921

医療法人衆済会　増子記念病院 名古屋市中村区竹橋町35-28
月～土（祝日除く）

9:00～12:00
052-451-1307

医療法人仁友会　ふじたクリニック 名古屋市中村区太閤5-5-5

月～水、金　9:00～12:00

　　　　　　16:00～19:00

木土　　　　　9:00～12:00

052-454-3008

医療法人社団フロムファースト　竹田内科胃

腸科クリニック
名古屋市中村区豊国通3-22

月～土　　　9:00～12:30

月～水、金　16:00～18:30
052-411-2046

医療法人完濤会　かんやま内科 名古屋市中村区則武2-13-4
月、火、木、金　9:00～12:00、16:30～19:30

水、土　　　 9:00～12:00
052-451-0588

名古屋セントラル病院 名古屋市中村区太閤3-7-7
月～金（祝日除く）　　　9:00～16:00

土、休日　11:30~15:30
052-452-3165

いいだクリニック 名古屋市中村区中村町2-25-1

月～水、金　11:00～12:00

　　　　　　18:00～19:00

木、土　　　11:00～12:00

052-482-2811

大野医院 名古屋市中村区那古野1-43-14

月～金　　　9:00～13:00

月～水、金　17:00～19:00

土　　　　　9:00～12:00

052-551-0762

医療法人恵秀会森医院 名古屋市中村区鳥居西通1-45
月～土　　　12:00～14:00

月~水、金　19:00～20:00
052-411-0082

医療法人　欅の森かとう医院 名古屋市中村区中村町字茶ノ木16の2
月・水～金　9:30～11:30

　　　　　　16:00～18:00
052-412-0536

金子医院 名古屋市中村区長筬町6-21

月～水、金

9：00～12：00

17：00～19：00

木、土　9：00～12：00

052-411-5022

芦原耳鼻咽喉科院 名古屋市中村区太閤通5-20 月～水、金　10:30~13:00　17:00~20:00 052-471-3387

こめの公園前クリニック 名古屋市中村区大正町3-38-1

月、火、水、金

9:00~12:00、16:00~19:00

木、土　9:00~12:00

052-433-1199

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

谷内科 名古屋市中村区畑江通8丁目22番地

月、火、木、金

12:00~12:30、18:30~19:00

水、土　12:00~13:00

052-482-7891

公園北クリニック 名古屋市中村区本陣通5-112

月、火、木、金、土　11：00～12：00

月、火、木、金　18:30～19:30

第１・３・５土　16:00～17:00

052-411-2122

クリニックかけはし 名古屋市中村区稲葉地町2-16-8
月～金　11:30～12:00

月・水・木　16:30～17:00
052-413-0691

安田内科クリニック 名古屋市中村区太閤通9-17

月、火、水、金、土

12：30～13：00

月～金

19：30～20：00

052-482-1401

藤岡医院 名古屋市中村区鳥居通5-20

月、火、木、金　8:30～13:00、16:30～19:30

水　16:30～19:30

土　8:30～13:00

052-471-1451

こども在宅クリニックもじゃ
名古屋市中村区烏森町3-36-1タウンコートア

ネックス101

月　13:00～14:00

木金　13:00～15:00
052-485-5056

名駅４丁目みんなの診療所 名古屋市中村区名駅4-2-5　名駅児玉ビル１階 月～木土日　9:30～18:00 052-589-1062

ヴェルヴァーレ本陣クリニック 名古屋市中村区本陣通2-19 月～土　9:30～18:30

日　９:30～12:30
052-414-5151

いくたこどもクリニック 名古屋市中村区太閣通５-25 月火木金　9:00～12:00、16:00～18:00

土　9:00～12:00
052-486-1010

太田なごやかクリニック 名古屋市中村区豊国通2-21-1 月火木金　12:00～13:00 052-413-8008

医療法人二村クリニック 名古屋市中村区八社1-298-1

月～水　9:00～12:00　14:00～16:00

金　9:00～12:00　14:00～17:00

土　9:00～12:00
052-411-9751

名古屋糖尿病内科クリニック 名古屋市中村区名駅3-2-2　大東海ビル３階 月～水金　13:00～13:30　18:00～18:30

木土　13:00～14:00
052-485-7203

柊みみはなのどクリニック名古屋駅前 名古屋市中村区椿町8-3　丸一駅西ビル９階
月～金　10:00～13:00、15:00～19:00

土　10:00～13:00
052-451-3341

名古屋市医師会中村区休日急病診療所 名古屋市中村区則武本通2-80-2
日10:00～12:30、13:30～17:00

（受付時間9:30～12:00、13:00～16:30）
052-471-8322

医療法人参方善さくら会名駅さくら医院・名

古屋歯科

名古屋市中村区太閤1-20-9

名古屋プレミアム医療モール太閤２階

月火木金　9:00～13:00、14:30～19:00

水　9:00～13:00
052-433-6900

木村クリニック 名古屋市中区千代田4-4-18
月～土　　　9:00～13:00

月、火、木、金　15:00～18:00
052-332-0011

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

セントラル小児科
名古屋市中区新栄町1丁目3番地　日丸名古屋ビ

ル3階

月～水、金　9:30～12:30

　　　　　　15:00～17:15

木、土　　　9:30～12:30

052-971-6237

森内科クリニック 名古屋市中区富士見町15-18

月～水、金　 9:00～12:00

　　　　　　16:00～19:00

木、土　　　9:00～12:00

052-331-2725

医療法人としわ会　としわ会診療センターレ

クリニック
名古屋市中区金山五丁目5番11号

月～金　　　9:00～12:00

14:30～19:00（14:30～15:45は小児科のみ）

土　　　　　9:00~12:00

052-882-1048

岩田内科医院 名古屋市中区千代田三丁目18-11

月～土　　　9:30～11:30

月、火、木、金

15:30～16:30

052-321-3010

福澤内科・皮フ科クリニック 名古屋市中区錦2-14-20

月、火、木、金　9:00~13:00、16:00~19:00

水　　　　　9:00~13:00

第1、３土　　9:00~12:00

052-218-8882

医療法人順秀会　スカイル内科
名古屋市中区栄3丁目4番地5　栄スカイルビル

11階
月～土　　    10:00～13:30、14:30～18:00 052-241-2111

おくむらハートクリニック 名古屋市中区正木1-2-33
月～水、金　11:30~12:00　18:30~19:00

木、土　　　11:30~12:00
052-332-3321

国家公務員共済組合連合会　名城病院 名古屋市中区三の丸一丁目3番1号
月～土　9：00～10：30

月～金　13：30～14：30
052-201-5311

医療法人　上前津メディカルクリニック 名古屋市中区上前津1-6-10
月～土　　　9:00～13:00

月、火、木、金　16:00～19:00
052-323-1700

佐々木小児科放射線科内科医院 名古屋市中区栄四丁目14-10

月、水、金　11:30~12:30　15:30~16:30

火、木　11:30~12:30

土　12:00~13:00

052-241-3776

医療法人桂名会　大須病院 名古屋市中区松原2丁目17番5号
月~金　9：00~12：00

　　　　13：00~17：00
052-212-8981

中日病院 名古屋市中区丸の内3-12-3
月~金　9:00~12:00、13:00~16:00

土　9:00~12:00
052-961-2491

内科・皮膚科　テラッセ納屋橋ファミリーク

リニック

名古屋市中区栄1-2-3　プラウドタワー名古屋栄

201

月～水、金、土

9:00～12:00、16:00～18:00
052-222-0900

なごやGLクリニック 名古屋市中区錦3-5-14　パークウエストビル5階
月、火、水、木　11:00～20:00

土、日、祝　11:00～20:00
052-962-2323

やまだクリニック 名古屋市中区栄4-16-36　久屋中日ビル２階 月～土　9:00～10:00 052-263-7301

SL外科・乳腺クリニック 名古屋市中区新栄町1-3　日丸名古屋ビル4階

月火木金　8：00～16：30

水　8：00～11：00

土　8：00～13：00

052-971-6269

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

栄かとうクリニック 名古屋市中区新栄町1-3　日丸名古屋ビル5F

月、火、木、金　12：30～13：30

16：00～16：30

土　12：30～13：00

052-961-3001

医療法人　山川内科 名古屋市中区新栄町1の3日丸名古屋ビル5階
月、火、木、金　15：00～16：00

水、土　12：00～12：30
052-951-1211

おぜき内科 名古屋市中区千代田３-３-８

月～土　9：00～12：30

（9：00～12：00ＴＥＬにて聞き取り、12：00～

12：30に来院してもらっている。）
052-331-6808

つるまい耳鼻咽喉科
名古屋市中区千代田2-19-16ハレラ二千代田１

階

月火木金　12:00～12:30、15:00～15:30 052-265-9511

柊みみはなのどクリニック金山駅前 名古屋市中区金山1-14-9　長谷川ビル６階
月～金　10:00～13:00、15:00～19:00

土　10:00～13:00
052-331-3887

医療法人勝又病院 名古屋市中区新栄1-32-22
月～金　9:00～11:30、13:30～15:00

土　9:00～11:30
052-241-0408

東京トータルライフクリニック名古屋分院 名古屋市中区千代田3-33-24 月～金　9:30～12:00、16:00～19:00 052-265-9311

金山駅前心臓と血管のクリニック金子医院 名古屋市中区金山1-15-10NFC金山駅前ビル５階
火～土　14:00～16:00

緊急の場合は一般診療時間内の対応可能
052-890-7011

耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科　はまじまクリ

ニック

名古屋市昭和区滝子通3-10-1　滝子メディカル

ステーション2F

月～水、金　11:30~12:30、18:30~19:30

土　　　　　12:30~13:30
052-872-3341

いとう内科 名古屋市昭和区御器所通1-13

月、火、木、金9:00～12:00（検査受付11:30まで）

17:00～19:30（検査受付19:00まで）

水、土　9:00～12:00

052-731-3690

みちはたこどもクリニック 名古屋市昭和区紅梅町3-2-1

月、火、金　9:00~13:00、16:00~18:00

水　   9:00~13:00

土　12:00～13:00

木、日、祝日休診

052-841-3355

中野ファミリークリニック 名古屋市昭和区滝子町22-3
月、火、木、金　9：00~12：00、15：00~18：00

土　9：00~13：00
052-884-1888

つむぎファミリークリニック 名古屋市昭和区隼人町3-4
月、火、木、金　11:30～12:00、17:30～18:15

土　12:00～12:30
052-861-2600

まつき内科クリニック 名古屋市昭和区東畑町2-35
月、火、木、金　11:30～12:00、18:30～19:00

水、土　　11:30～12:00
052-753-5678

社会福祉法人聖霊会　聖霊病院 名古屋市昭和区川名山町56
月～金　　　9:00～16:00

土、日、祝、8/15、12/25休診
052-832-1181

医療法人生寿会　かわな病院 名古屋市昭和区山花町50番地
月～土　　　10:00～12:00

(祝日・年末年始除く)
052-761-3225

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

矢守こどもクリニック 名古屋市昭和区滝川町47-66

月8:45~11:45、15:00~18:30

火水金8:45~11:45、16:00~18:30

木土9:00~11:45

052-834-0118

いつきクリニック石川橋 名古屋市昭和区檀溪通5丁目26番地 月～金　14：00~15：00 052-831-2211

医療法人白水会　白水クリニック 名古屋市昭和区山里町159-1

月～土　11：30～12：30

月～水、金

18：00～19：00

052-861-0099

南山クリニック 名古屋市昭和区上山町四丁目1-2

月～水、金

9：00～12：30

16：00～19：00

土　9：00～13：00

052-834-8741

立松医院 名古屋市昭和区広見町５-５５

月～金　　　10:30～12:00

　　　　　　18:00～19:30

土　　　　　10:30～12:00

052-841-3844

医療法人　北山クリニック 名古屋市昭和区北山町2ｰ34ｰ4

月、火、木、金

12:00~14:30

17:00~17:30

土　12:00~17:00

052-733-1560

宇野内科 名古屋市昭和区菊園町2-20
月～金　9:00～12:30、17:00～19:30

土　9:00～12:30
052-841-0632

余語こどもクリニック 名古屋市昭和区陶生町2-17-1

月~土　　　9:00～12:00

月、火、木、金

14:00～17:00

052-851-2300

たけうちファミリークリニック 名古屋市昭和区折戸町5-45
月～土　　　9:00～12:00

月～水、金　14:00～18:00
052-752-1780

むぎしまファミリークリニック 名古屋市昭和区前山町1-5 月～土　12:00~14:00 052-734-2217

梅村医院 名古屋市昭和区長戸町1-15

月、火、金

12:00~13:00、19:00~20:00

水、土　12:00~13:00

木　18:00~19:00

052-841-9588

塚田外科 名古屋市昭和区鶴羽町3-18

月、水、木、金、土　12:00～13:00

（受付時間9:00～12:00）

月、火、木、金　19:00～19:45

（受付時間17:00～19:00）

052-733-5321

医療法人　こどもの城クリニック 名古屋市昭和区長戸町5-44　桜山医療ビル1F
月、火、木、金　8:30～12:00、15:30～18:00

水、土　8:30～11:00
052-859-0345

服部医院 名古屋市昭和区御器所2-11-3 月～水、金　9:00～12:00、16:00～18:00

土　9:00～12:00
052-882-1010

てしがわらファミリークリニック 名古屋市昭和区阿由知通1-3-4 2F

月～水、金

9:00～12:30

15:00～17:30

土日

9:00～12:30

052-741-0101

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

横山内科小児科 名古屋市昭和区元宮町4-40 月～水、金　9:00～12:00、16:30～19:00

木土　9:00～12:00
052-763-5626

八事在宅クリニック 名古屋市昭和区隼人町10-4 杁中ハイツ301 月～木　9:00～12:00 052-848-8081

医療法人伊藤内科 名古屋市昭和区白金2-13-4 月火木金　9:00～12:00、17:00～19:00

水土　9:00～12:00
052-881-4040

清水ヶ丘糖尿病内科・皮膚科クリニック 名古屋市瑞穂区弥富町桜ケ岡4-1
月~水、金　9：00~12：00、16：00~19：00

木、土　9：00~12：00
052-832-0832

かのうクリニック 名古屋市瑞穂区弥富通3-18
月、火、木、金　8:00~9:00、15:30~16:30

水、土　8;00~9:00、12:00~13:00
052-836-1077

橋本クリニック 名古屋市瑞穂区汐路町2-1-2
月、火、木、金　8:00～9:00、15:00～16:00

水、土　　　  8:00～9:00
052-841-4141

西村内科クリニック 名古屋市瑞穂区下山町２-１
月、火、木、金　9:00～12:00、16:00～19:00

水、土　8:00～13:00
052-861-1200

いづみクリニック 名古屋市瑞穂区釜塚町1-16

月～土　9：00～12：00

月～水、金

16：30～19：00

052-835-5011

かわぐちクリニック 名古屋市瑞穂区密柑山町2-49-3

月～土　7：30～8：00、12：00～12：30

月～水、金　15：00～16：00

木、土　8：00～12：00

052-837-2811

医療法人まこと会　穂波クリニック 名古屋市瑞穂区苗代町28-5
月、火、木、金　12:00～13:00、18:00~19:00

土　12:00~13:00
052-819-0022

犬飼胃腸科 名古屋市瑞穂区御劔町2-15

月～水、金

9：00～12：30

17：00～19：00

土　9:00～15:00

052-871-3211

ひばりがおか　こどもとアレルギーのクリ

ニック
名古屋市瑞穂区弥富町字紅葉園6-1

月～水、金　9:00～12:00、16:00～20:00

木土　　　　9:00～12:30
052-837-0303

医療法人充生会　野々村クリニック 名古屋市瑞穂区白砂町1-19
月、火、木、金　9:00～12:00

火、木、金　16:00～18:00
052-831-6611

すずき内科クリニック 名古屋市瑞穂区内浜町21-10 月～土　　　11:00～12:30 052-819-6131

いとう医院 名古屋市瑞穂区弥富通2-12

月、火、木、金

9：00～12：00

15：00～18：00

水、土　9：00～12：00

052-831-1124

こじま内科小児科クリニック 名古屋市瑞穂区洲雲町1-8-1

月～土　11：00～12：00

月、火、木、金

16：30～17：30

052-841-9815

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

服部ファミリークリニック 名古屋市瑞穂区中根町4-62

月、火、木、金

9：00～12：00

16：00～19：00

水、土　9：00～12：00

052-837-1055

戸松医院 名古屋市瑞穂区瑞穂通2-16
月、火、木、金　12:00~13:00、18:30~19:30

水、土　12:00~13:00
052-853-6116

みずほ通りクリニック 名古屋市瑞穂区本願寺町3丁目10番1
月~土　9:00~12:00

月火水金　16:00~19:00
052-852-3553

かにクリニック 名古屋市瑞穂区上山町2丁目20番地
月、火、水、金  8:00~9:00、18:30~19:30

木、土　8:00~9:00
052-836-0222

菅谷クリニック 名古屋市瑞穂区豆田町2-1

月・火・水・金　9:00～12:00　16:00～19:00

木　9:00～12:00

土　9:00～13:00

052-871-5941

みずほキッズクリニック 名古屋市瑞穂区八勝通2丁目12-1
月火木金　9：00～12：30、16：00～18：30

土　9：00～12：30、14：00～16：30
052-833-8887

犬飼胃腸科 名古屋市瑞穂区御劔町２-１５ 月火水金　9：00～12：30　17：00～19：00

土　9：00～15：00
052-871-3211

服部医院 名古屋市瑞穂区柳ケ枝町１-３４ 月～金　9：00～12：00　17:30～19:30

土　9:00～12:00
052-881-0876

稲熊病院 名古屋市瑞穂区豊岡通1-10 月火木　9:00～12:00、17:00～19:00

水土　9:00～12:00
052-841-3772

名古屋市医師会瑞穂区休日急病診療所 名古屋市瑞穂区師長町9-3 日、祝　10:00～12:00、13:00～17:00 052-832-8001

医療法人可児医院 名古屋市瑞穂区平郷町2-2-2

月水金　9:00～12:00、17:00～19:00

火　17:00～19:00

木土　9:00～12:00

052-881-1108

たけむら耳鼻科 名古屋市熱田区神野町1-14 月、火、金　9:00～12:00、16:00~19:00 052-682-8733

服部内科 名古屋市熱田区二番1-14-14
月、火、木、金　8:50～12:20、16:45～19:00

水、土　　　 8:45～12:20
052-682-5966

永田内科医院 名古屋市熱田区五本松町13-18

月、火、木　9:00～12:00

　　　　　　16:00～18:00

水、土　　　9:00～12:00

金　　　　　16:00～18:00

052-682-0700

さとう内科 名古屋市熱田区伝馬2-7-10
月～土　　　9:00～12:00

月火木金　　14:00～17:00
052-681-7165

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

医療法人　井土医院 名古屋市熱田区野立町3-60

月、火、木、金

9：30～13：00

17：00～18：30

土　9：30～13：00

052-671-3688

うえの内科クリニック 名古屋市熱田区八番2丁目2-17

月～水、金

9：00～12：00

16：00～19：00

木、土　9：00～12：00

052-659-1501

みなと医療生活協同組合　協立総合病院 名古屋市熱田区五番町4-33
月~金　9：00~15：00

土　9：00~12：00
052-654-2211

医療法人東仁会　とうじま内科・外科クリ

ニック
名古屋市熱田区一番三丁目3-6

月、火、木、金

12:30～14:30
052-684-4311

熊澤医院 名古屋市熱田区白鳥2-12-12
月～土　9:00～12:00

月～水、金　18:00～20:00
052-671-1480

宮の森クリニック　耳鼻咽喉科 名古屋市熱田区一番三丁目9-7
月～土　　9:00～12:00

月火木金　15:00~18:00
052-671-8733

あつたファミリーハートクリニック 名古屋市熱田区二番2-25-46
月～土　8:30~9:00、12:00~12:30

月～水、金　15:30~16:00、19:00~19:30
052-654-6770

小山医院 名古屋市熱田区内田町304

月～土

8:30~9:00、12:00~12:30

月、火、水、金

17:30~18:00、20:00~20:30

電話予約制（予約受付時間は通常診療時間内のみ）

052-671-2010

重工記念病院 名古屋市熱田区外土居町7番8号 月～金　11:00～13:00 052-671-5161

今泉クリニック 名古屋市熱田区花町2-5 月火水金　9：00～12：00、16：00～19：00

土　9：00～12：00
052-671-9911

神宮の杜よこやまクリニック

(2022.2.28開院予定）
名古屋市熱田区三本松町18-4μPLAT神宮前４階

月火木　10:00～12:00、16:00～17:00

水金土　10:00～12:00
052-872-4580

名古屋市医師会熱田区休日急病診療所 名古屋市熱田区伝馬1-5-4 日　10:00～12:00、13:00～17:00 052-682-7854

医療法人紀泉会　さくらこどもクリニック 名古屋市中川区打出2丁目199番地の1

月～水、金、土　9:00～12:00

月、水、金　15:00～18:00

火　　　　　14:00～16:00

052-352-8128

加藤クリニック 名古屋市中川区神郷町1-24
月、火、木、金　9:00～12:00、16:30～19:00

水、土　　　  9:00～12:00
052-362-7001

戸田ファミリークリニック 名古屋市中川区戸田明正2-301
月～土　8:30～9:30、11:00～13:00

月、火、木、金 　15:30～16:30、18:00～20:00
052-439-0039

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

野村医院 名古屋市中川区福住町1-5
月～水、金　9：00～12：00、16：00～18：00

木、土　9：00～12：00
052-351-6261

福井医院 名古屋市中川区上脇町2-87

月~水、金　8：45~12：00

　　　　　17：00~19：30

土　8：40~12：00

052-361-2816

藤田医科大学ばんたね病院 名古屋市中川区尾頭橋3-6-10 月～日　　0:00～24:00 052-321-8171

医療法人生生会　まつかげシニアホスピタル 名古屋市中川区打出二丁目347番地 月～金　　10:00～11:00、15:00～16:00 052-352-3250

医療法人名南会　中川診療所 名古屋市中川区一色新町3-1209-2 月～金　　　11:30～12:30 052-301-2631

医療法人　ませき耳鼻咽喉科 名古屋市中川区下之一色町字波花１２１-１ 月、火、木、金　8:30~9:00、14:30~15:00 052-301-4133

たいようファミリークリニック 名古屋市中川区昭和橋通1-15-5
月～水、金11：30～12：00、17：00～17：30

木、土　11：30～12：00
052-355-8111

医療法人　松本ファミリークリニック 名古屋市中川区長須賀3-704  光曜圓１Ｆ

月～金　　　12:00～13:00

　　　　　　19:00～20:00

土　　　　　12:00～13:00

052-737-5381

名古屋掖済会病院 名古屋市中川区松年町4-66 月～金　　　8:30～11:30 052-652-7711

医療法人開生会　かいせい病院 名古屋市中川区月島町9-9
月火木金　9:00～12:00、16:30～19:00

水土　9:00～12:00
052-362-6469

山王クリニック 名古屋市中川区西日置2-3-5

月～水、金　9:00～12:30

　　　　　　14:30～17:30

木、土　　　9:00～12:30

052-322-4777

佐藤あつしクリニック 名古屋市中川区万町403

月火木金

11:30~12:30  18:30~19:30

土

12:15~13:15

052-352-2311

柿沢内科 名古屋市中川区豊成町1番豊成団地2号棟1階

月、水、金

12:00~13:30、20:00~20:30

火、木、土　12:00~14:00

052-361-2121

医療法人紫陽　クリニックサンセール 名古屋市中川区中島新町二丁目311

月、火、水、金

9:00~12:00、16:00~19:00

木、土　9:00~12:00

052-369-1313

永田内科クリニック
名古屋市中川区新家1-1611　アズタウン医療ビ

ル２F

月、火、水、金

9:00~12:00、16:00~19:00

木、土

9:00~12:00

052-439-2112

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

医療法人岩味クリニック 名古屋市中川区長須賀３-７０１

月～水金　11:00~12:30、17:00～18:30

土　11:00～12:30

※感染の状況により上記時間帯以外にも発熱外来を

行うことがありますのでお問い合わせください。

052-433-0015

曽我内科クリニック 名古屋市中川区富田町千音寺仏供田３１３３
月～土　9:00～12:00

火・木　16:00～18:30
052-431-6147

しょうわ橋内科外科クリニック 名古屋市中川区外新町2-45 月火水金　9：00～12：00、16：00～19：00

木土　9：00～12：00
052-355-0303

はとりファミリークリニック 名古屋市中川区服部3-416 月火水金　9：00～12：00、15：30～18：30

木土　9：00～12：00
052-432-2251

医療法人朝日医院 名古屋市中川区尾頭橋３-14-20 月~土　11:30～12:00

月火水金　　16:00～19:00
052-332-2260

千音寺こどもクリニック 名古屋市中川区富田町千音寺土坪3770 月～水、金　9:00～12:00、15:30～18:30

木、土　9:00～12:00
052-446-8888

西垣医院 名古屋市中川区打中1-177 月水～土　11:00～12:00 052-361-1851

松井医院 名古屋市中川区元中野町3-55 月～土　11:30～12:00

月～水金　19:00～19:30
052-351-9103

名古屋市中川区休日急病診療所西部平日夜間

急病センター
名古屋市中川区高畑1-222

平日　21:00～24:00

休日、祝日及び年末年始　10:00～12:00、13:00～

17:00
052-361-7271

医療法人良仁会　増森クリニック 名古屋市中川区戸田3-1717 月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　9:00～12:00、14:00～16:00
052-302-8787

小寺医院 名古屋市中川区野田2-91
月～水金　9:00～11:30、13:30～16:00

木土　9:00～11:30
052-363-6110

まんば内科外科クリニック 名古屋市中川区万場1-406
月火水金 11:30～12:00、18:30～19:00

木土 11:30～12:00
052-433-8020

昭和橋耳鼻咽喉科 名古屋市中川区昭和橋通2-29メゾンアサヒ１階
月～水金　10:30～11:00、16:30～17:00

土　10:30～11:00
052-659-0123

医療法人三水会　水野クリニック 名古屋市中川区山王1-8-22
月～水金　9:00～12:00、16:30～19:00

木土　9:00～12:00
052-321-6010

医療法人　服部内科・小児科医院 名古屋市港区多加良浦町5-1
月～水、金、土　11:30～12:30

月～水、金　18:30～19:30
052-383-3030

みなとファミリークリニック 名古屋市港区港明1丁目1-2 月～土　　　10:30～12:00 052-659-0017

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

医療法人幸会　クリニックおかだ 名古屋市港区幸町2丁目25番地
月～水、金、土　9：00～13：00

木　9：00～13：00、15：00～17：00
052-665-3500

独立行政法人労働者健康安全機構　中部労災

病院
名古屋市港区港明1丁目10番6号

原則、外来受付（月～金）9：00～11：30以外は救

急外来にて対応。

濃厚接触者の受診依頼は、8：15～14：00に3人（土

日祝は2人）まで。

052-652-5511

みなと医療生活協同組合　宝神生協診療所 名古屋市港区宝神三丁目2107番地2

月、水、金

11：00～12：00

火　10：30～11：30

木　14：30～15：30

052-381-8188

医療法人実り会　ながしま内科 名古屋市港区秋葉2-7-1

月～水、金　9:00～12:00

　　　　　　16:00～19:00

木、土　　　9:00～12:00

052-303-6615

くさまみなとクリニック 名古屋市港区油屋町3丁目5-2

月、火、木、金

9:00～12:00、16:00～19:00

水、土　　　  9:00～12:00

052-381-9300

医療法人吉祥会　岡本医院本院 名古屋市港区船頭場2-1235

月火水金土　　　11:00～12:00

木　11:30～12:30 052-309-2818

あおなみクリニック 名古屋市港区正徳町1-10

月～水・金

12:00～13:30

18:30～19:00

木・土

12:00～14:00

※事前に電話等で要予約・区役所業務日はお休み

052-665-5552

医療法人幸会　岡田整形外科内科 名古屋市港区名西185番地

月～金

9:00~12:00

17:00~19:00

土

9:00~12:00

052-652-5251

医療法人幸会　南陽病院 名古屋市港区小賀須三丁目1101番地
月～金　16:00～17:00

土　11:30~12:30
052-303-3181

もりさき耳鼻咽喉科 名古屋市港区知多1-104　パストラル知多１F
月～金　12:00~13:00

土　13:00~14:00
052-304-3341

東港クリニック 名古屋市港区港陽3-1-17
月、火、木、金　12:30～13:00、19:00～19:30

水、土　8:30～9:00、12:30～13:00
052-651-8556

医療法人　堂満医院 名古屋市港区七反野二丁目2302番地
月火木金　11：00～12：00、18：00～19：00

水土　11：00～12：00
052-301-8840

今井医院 名古屋市港区港北町２-３７

月～水、金

12：00～13：00

19：00～20：00

052-384-0017

よこやまクリニック 名古屋市港区小碓2-60
月～水金　12:00～12:30､19:00～19:30

土　12:00～12:30
052-389-2212

医療法人並木会　並木クリニック 名古屋市南区内田橋二丁目10番22号

月～金　　　9:00~12:00

　　　　　　13:00~15:00

土　　　　　9:00~12:00

052-691-2000

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

北村病院 名古屋市南区菊住2-4-12 月～金　 9:00~13:00 052-823-3636

独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 名古屋市南区三条一丁目1-10 月～金　8:30～17:00 052-691-7151

医療法人　宮田医院 名古屋市南区道徳新町5-21

月、火、木、金　11：00～12：00、18：00～19：

00

水　18：00～19：00

土　11：00～12：00

052-691-1480

医療法人　カケヒ内科小児科 名古屋市南区桜本町125番地
月、火、金　11:30~12:30、18:30~19:30

水、木　11:30~12:30
052-811-0721

社会医療法人宏潤会　だいどうクリニック 名古屋市南区白水町8番地
月～金　　　 8:45～16:45

土　　　　　 8:45～12:45
052-611-6261

社会医療法人宏潤会　大同病院 名古屋市南区白水町９番地 月～日　　　0:00～24:00 052-611-6261

うららクリニック 名古屋市南区内田橋2-31-3  須原ビル1Ｆ

月～土　　　9:00～12:00

月、火、木、金

16:00~18:00

052-825-3352

新美クリニック 名古屋市南区明円町45の2
月～土　　　9:00～12:00

月～水、金　16:00～19:00
052-824-1123

医療法人マイルストーン　まつおかクリニッ

ク
名古屋市南区桜台1-27-6

月～土　8:00～12:00

月、火、木、金　14:30～18:30
052-811-1811

医療法人山和会　山口病院 名古屋市南区加福本通3丁目28番地
月～土　9：00～12：00

月～金　16：00～18：00
052-611-6561

医療法人coccinelle　のりクリニック 名古屋市南区豊田1-36-8　キャストビル豊田1F

診療

月、火、木、金

9：30~13：00

15：30~19：00

土　9：30~13：30

検査

月、火、木、金

11：30~13：00

18：00~19：00

土　12：30~13：30

052-698-3341

医療法人名南会　名南病院 名古屋市南区南陽通5-1-3
月～土　　　9:00 ~10:30

月～金　　　13:30～14:30
052-691-3171

ごうクリニック 名古屋市南区鳥栖二丁目3番1号 月火木金土 11:00~12:30 052-821-3883

かくむクリニック 名古屋市南区鳴尾一丁目15-1

月、火、木、金

8:15～11:30、16:00～18:00

水、土

8:15～11:30

052-611-0022

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

医療法人四摂法　あさだ医院 名古屋市南区芝町41番地
月、火、水、金　11:00～12:00、18:00～19:00

土　11:00～12:00
052-822-0026

医療法人　はざま医院 名古屋市南区道全町2丁目3-2 月～土 8:00~9:00、12:00~13:00 052-811-5280

南医療生活協同組合　星崎診療所 名古屋市南区星崎１-１２３ 月～土　11：30～12：30

月・水・金　19：30～20：30
052-821-9201

かすばたクリニック 名古屋市南区粕畠町3-16 月火木金　11:00～12:00、17:00～18:00

水　11:00～12:00
052-824-1192

医療法人博豊会　井上医院 名古屋市南区西桜町77 月～水金土　9:00～12:00

月～水金　17:30～19:30
052-811-3550

きりやまクリニック 名古屋市南区桜本町43-1 月～土　12:00～13:00

月火木金　18:00～18:45
052-811-0881

医療法人　藤井医院 名古屋市南区北内町1-3-2 月～水金　12:00～12:30､18:00～18:30

土　12:00～12:30
052-822-2451

近藤医院 名古屋市南区浜田町2-17-2 月～水金　9:00～12:00　18:00～20:00

木土　9:00～12:00
052-611-0538

医療法人済美会　石川クリニック 名古屋市南区鳥栖1-15-28
月火木金　9:00～11:30、16:30～19:00

水土　9:00～11:30
052-811-2223

みなみ内科・外科クリニック
名古屋市南区忠次1-1-6メディカルガーデン名古

屋南２階

月火木金　9:00～12:00、15:30～18:30

土　9:00～12:00
052-691-5888

なかわりクリニック 名古屋市南区中割町1-32-1
月～水金　9:00～11:30、16:00～18:00

木土　9:00～11:30
052-693-6330

名古屋市医師会南区休日急病診療所・南部平

日夜間急病センター
名古屋市南区西又兵ヱ町4-8-1

月～金　21:00～24:00

日祝　10:00～12:00、13:00～17:00
052-611-0990

医療法人敬進会　くれやま整形外科・胃腸科 名古屋市守山区元郷2-1404

月、火、木、金　12:00~13:00、15:00~15:30、

19:00~20:00

水、土　12:00~13:00

052-798-7222

にししろクリニック 名古屋市守山区西城2丁目13-13

月～水、金　8:30~9:00、11:30~12:30、

18:30~19:30

土　　　　　8:30~9:00、11:30~12:30、

14:00~15:00

052-791-2446

しば内科クリニック 名古屋市守山区小幡南1丁目24番10号

月、火、水、金　8:30～9:00、11:30～12:00、15:30

～16:00、18:30～19:00

木　8:30～ 9:00、11:30～12:00

土　8:30～9:00、11:30～12:00

052-793-8001

伊藤内科医院 名古屋市守山区廿軒家32-12 月、水、金、土　12:10～13:10 052-791-2019

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

しだみ高橋クリニック 名古屋市守山区中志段味洞畑2150
月～水、金　9:00～12:00、16:00~19:00

土　　　　　9:00~12:00
052-778-7885

医療法人　たけうちクリニック 名古屋市守山区森孝2-961

月～水、金、土　9:00~12:00

月～水、金　17:00~20:00

（土15:00~18:00）

052-772-2020

おがたファミリークリニック 名古屋市守山区緑ヶ丘107

月～水、金　9:00～12:00

　　　　　　15:30～18:30

土　　　　　9:00~12:00

052-768-6093

いかい内科クリニック 名古屋市守山区白山4丁目1001-1

月～水、金　8:30～9:00、11:30～12:30、15:30～

16:00、18:30～19:30

木、土　　　8:30～9:00、11:30～12:30

052-760-3666

医療法人順秀会　守山内科 名古屋市守山区新守山901番地
月～金　　　8:30～12:30、16:00～19:00

土　　　　　8:00～14:00
052-791-5110

長沢医院 名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2271-340
月～水、金、土　9:00～12:00

月～水、金　16:00～19:00
052-736-3325

なかむら内科 名古屋市守山区大字上志段味字海東468-2 月～水、金　12:00～14:00 052-739-3030

うちだ内科クリニック 名古屋市守山区小幡南三丁目5番3号

月～土　9：00～12：00

月～水、金

16：00～19：00

052-758-1122

医療法人　宮﨑クリニック 名古屋市守山区鳥神町219

月～土　9：00～11：30

月、火、木、金

16：00～18：00

052-797-0155

医療法人輝和会　まつい内科クリニック 名古屋市守山区花咲台1-907
月～水、金　9:00～12:30、15:00～19:00

土　　　　　9:00～13:00
052-736-8666

医療法人いつき会　守山いつき病院 名古屋市守山区守山2-18-22 月～金　　　13:00～15:30 052-793-3101

志水クリニック 名古屋市守山区大森一丁目1204番地

9：00~12：00

17：00~19：00 　※水は午前のみ

土　9：00~13：00

052-798-1311

もりやまこどもとアレルギークリニック 名古屋市守山区幸心3-1507-2

月火木金

9:00~12:00

15:30~18:30

水　9:00~12:00

土　9:00~13:00

052-795-2001

耳鼻咽喉科・眼科　吉田医院 名古屋市守山区城南19番31号

月火木金　8:30~12:00、15:00~18:30

水　8:30~12:00、13:30~17:00

土　8:30~12:00、13:30~15:00

052-793-3511

すなかわ耳鼻咽喉科 名古屋市守山区日の後1101

月火水金

11:30~13:00

19:00~19:30

土

15:00~16:00

052-739-3636

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

愛知クリニック 名古屋市守山区日の後805番地
月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

水土　9:00～12:00
052-736-5511

マキムラクリニック 名古屋市守山区小幡太田3-39

月、火、木、金

8:30~9:00、12:00~12:30、

15:30~16:00、19:00~19:30

水、土

8:30~9:00、12:00~12:30

052-793-3158

天子田おぎそクリニック 名古屋市守山区天子田2丁目1802-1
月～水、金　9:00～12:00、15:30～18:30

土　9:00～12:00
052-773-1033

川瀬クリニック 名古屋市守山区小幡5-1-6
月、火、木、金　9:00～12:00、16:30～19:00

土　9:00～12:00
052-791-2644

たなかこども・クリニック 名古屋市守山区八反５-２５
月・火・水・金　9:00～12:00　16:00～18：30

土　9:00～12:00
052-758-3311

佐藤クリニック 名古屋市守山区長栄１３-１４

月火水金　11：30～12：30、18：30～19：30

（12：00～12：30、19：00～19：30については、

事前の電話予約のみ対応）
052-794-8008

やまの耳鼻咽喉科クリニック 名古屋市守山区小幡３-２２-３１ 月～水金　9：00～12：00　15：00～18：30

土　9：00～13：00
052-795-3387

こんどう内科クリニック 名古屋市守山区新城16-16 月～水金　14:30～15:30

土　12:30～13:30
052-758-5296

医療法人静稜会　きたやまファミリークリ

ニック
名古屋市守山区小幡5-14-41 月水木金　8:30～12:00、16:00～19:00

火土　8:30～12:00
052-795-3900

フォレストベルクリニック 名古屋市守山区大字上志段味字羽根前600番２ 月～金12:00～13:00 052-737-0003

うえすぎクリニック 名古屋市緑区桶狭間森前2801
月～水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

木、土　　　9:00～12:00
052-621-0400

耳鼻咽喉科　棚橋医院 名古屋市緑区鳴海町有松裏7-54　五竜ビル

月～金　10:00～11:00

火　12:00～13:00

月、水～金　17:00～18:00

土　12:00～14:00

052-621-8318

徳重ながさわクリニック 名古屋市緑区徳重二丁目1621 月～水、金　9:30～11:30、16:00～18:00 052-875-0550

もろの木こどもクリニック 名古屋市緑区諸の木3-502

月～金　11:15～12:15、

月～水、金　17:45～18:45

土　12:15~13:15

052-878-8878

医療法人くまのまえファミリークリニック 名古屋市緑区兵庫1-411-2
月～土　　　9:00~12:00

月～水、金　16:00～19:00
052-876-3351

みどり松川クリニック 名古屋市緑区鹿山2-40

月～水、金　8:30～12:00、15:30～19:00

木　　　　　8:30～12:00

土　　　　　8:30～12:00、14:00～16:00

052-899-3200

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

みやぎ内科 名古屋市緑区乗鞍1-801
月～土　　　9:00～12:00

月～水、金　16:30~17:00
052-877-1011

医療法人敬友会　丹羽内科 名古屋市緑区大高町字鶴田213
月、火、木、金（第2、第4金曜日）15:00~16:00

水、土　　　  12:00~13:00
052-624-1600

医療法人　耳鼻咽喉科　田辺クリニック 名古屋市緑区桶狭間森前2123番地
月～水、金　9:00～12:00、15:30～18:30

土　　　　　9:00~12:00、14:00～16:00
052-624-5446

広瀬内科クリニック 名古屋市緑区姥子山1-608
月～金　　8:30～12:00、15:30～19:00

土　　　　8:30～13:00
052-629-0770

徳重おかもとクリニック 名古屋市緑区乗鞍1-1304
月、火、木、金　12:00~13:00、15:30~19;30

水　12:00~13:00
052-878-3330

耳鼻咽喉科　きしもとクリニック 名古屋市緑区亀ヶ洞1丁目702番地
月、火、木、金　15:00~17:00

土　　　　　   8:45~10:45
052-878-6661

しまだ耳鼻咽喉科 名古屋市緑区青山3-25 月、火、金　12:30～14:30 052-623-7177

医療法人萌木会　コスモスこどもクリニック 名古屋市緑区細口3-531
月、水、金　  9:00～12:00、16:30～18:30

火、土　　　  9:00～12:00
052-877-7588

藤田外科 名古屋市緑区境松二丁目333番地
月～水、金　  9:00～13:00、17:00～20:00

木、土　　　   9:00～13:00
052-621-4323

医療法人　あさひ滝の水クリニック 名古屋市緑区旭出二丁目626番地

月～土　　　  9:00～12:00

月、火、木、金

16:00～19:00

052-892-2522

宮田クリニック 名古屋市緑区有松1058

月～水、金　9:00～12:00

　　　　　　17:00～19:30

木、土　　　9:00～12:00

052-621-1311

うらさと内科ハートクリニック 名古屋市緑区浦里4-87

月～水、金　9:00～12:00

　　　　　　16:00～18:30

木、土　　　9:00～12:00

052-892-7223

相川みんなの診療所 名古屋市緑区相川三丁目246-2

月～金　11：00～12：00

　　　　18：00～19：00

土　12：00～13：00

052-875-3792

なるこ田中医院 名古屋市緑区鳴子町4-35
月、火、木～土　11:00～12:00

月、火、木、金　18:00～19:00
052-895-2757

鬼頭医院 名古屋市緑区桶狭間2015

月～金　9：00～12：00、13:00～14:00、17:30～

19:00

土　9:00～12:00

052-623-2106

松山医院 名古屋市緑区鳴海町字向田251-1

月、水、金　8:30～12:00

　　　　　　17:00～19:00

火、木、土　8:30～12:00

052-621-0552

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

ひがみ内科 名古屋市緑区東神の倉3-530
月～土　　　9:00～12:00

月～水、金　17:00～19:00
052-876-2127

大同みどりクリニック 名古屋市緑区鳴海町矢切37

月～金　　　9:00～12:00

　　　　　　16:00～19:00

土　　　　　9:00～12:00

052-891-4157

医療法人健侑会　さそうクリニック 名古屋市緑区有松2617  アイボリー有松2Ｆ
月～土　　　10:00～12:00

月～水、金　16:00～19:00
052-621-0340

かみさわクリニック 名古屋市緑区神沢1-2007

月、火、水、金　11:30~12:30、17:30~18:30

木　17:00~19:00

土　11:00~13:00

052-877-6647

南医療生活協同組合　総合病院南生協病院 名古屋市緑区南大高2-204

月～土　　　9:00～12:00

(受付時間8:30～11:30)

日曜、祝日　休診

052-625-0373

みどり内科クリニック 名古屋市緑区桶狭間森前1615

月～水、金　9:30～12:30

　　　　　　16:30～18:30

木、土　　　9:30～12:30

052-621-3320

医療法人紘和会　山本内科 名古屋市緑区浦里3-163
月～水、金　9:00～12:00

　　　　　　16:30～19:00
052-891-1500

徳重はりがや循環器内科 名古屋市緑区徳重一丁目1415

月～土　9：00～12：00

月～水、金

17：00～19：00

052-838-8370

池上台K’sクリニック 名古屋市緑区池上台1-196

月、火、木、金

9：00～12：00

15：00～18：00

水、土　9：00～13：00

052-891-3181

小出耳鼻咽喉科 名古屋市緑区滝ノ水4丁目306番地 月～金　12：00～14：00 052-895-7222

渡辺医院 名古屋市緑区鳴子町3-52-7
月～水、金　11:15~12:30、18:15~19:00

土　　　　　11:45~12:30
052-896-5571

永瀬医院 名古屋市緑区潮見が丘1-52

月～水金　8:00～9:00、12:00～13:00、16:00～

17:00

木土　8:00～9:00、12:00～13:00

052-891-5006

平岩病院 名古屋市緑区鳴海町字相原町26 月～土　12:30～14:30 052-621-0002

もりかわファミリークリニック 名古屋市緑区水広二丁目119番

月、火、水、金

9:00~12:00、16:00~19:00

木　9:00~12:00

土　9:00~13:00

052-879-6511

くすがみクリニック 名古屋市緑区姥子山4丁目102番地

月～金　9:00～12:00

月、火、木、金　16:00～19:00

土　9:00～13:00

052-626-8880

白土いとうクリニック 名古屋市緑区藤塚３-１６１９-１ 月～土　11：00～12：00 052-878-0033

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

医療法人　竹内クリニック 名古屋市緑区亀が洞１-１６０８

月～水、金　9：00～12：00　16：00～19：00

木　9：00～12：00

土　9：00～12：30
052-875-0122

医療法人仁尚会　きむら内科小児科クリニッ

ク
名古屋市緑区神の倉3-10

月火木金　9：00～12：00、16：00～19：00

水土　9：00～12：00
052-876-8776

桃山こどもクリニック 名古屋市緑区梅里二丁目5-1 月火木金　9：00～12：00、16：30～18：30 052-853-9333

宮島クリニック 名古屋市緑区赤松202

月～水金　9:00～12:00、16:00～19:00

木　9:00～12:00

土　9:00～13:00
052-879-0500

まつもとクリニック 名古屋市緑区桶狭間神明1702 月～水金　11:00～12:00　18:00～19:00

土　11:00～12:00
052-624-8600

はせがわ耳鼻咽喉科 名古屋市緑区池上台2-23 月～水金　9:00～12:00　15:30～18:00

土　9:00～12:00
052-892-3300

おおだかこどもとアレルギーのクリニック 名古屋市緑区大高町下塩田37 月～水金　9:00～12:00、16:00～18:30

土　9:00～12:00
052-625-5469

柊みみはなのどクリニック大高駅前 名古屋市緑区大高町鶴田61　間瀬ビル１階

月火木金　9:30～12:30、14:30～18:30

水　9:30～12:30、14:30～17:30

土　9:30～13:00
052-621-3314

柊みみはなのどクリニック有松駅前
名古屋市緑区鳴海町有松裏200ウインハート有

松住宅棟（シティコーボ有松駅前）１階

月～金　9:30～12:30、14:30～18:30

土　9:30～13:00
052-622-5101

おけはざまクリニック 名古屋市緑区桶狭間北3-107

月～水金　9:00～12:00、17:00～19:00

木　9:00～12:00、17:30～19:00

土　9:00～12:00

052-629-2300

あらき内科 名古屋市緑区大高町鶴田63-1
月火木金　9:00～11:30、16:00～18:30

水土　9:00～11:30
052-625-1677

ロイヤルベルクリニック 名古屋市緑区水広1-1715 月～土9:00～12:30 052-879-6660

こばやしファミリークリニック 名古屋市緑区桃山2ｰ5-2
月～水金　9:00～12:00、15:30～18:30

木土　9:00～12:00
052-875-0321

医療法人森瀬内科 名古屋市緑区平手北1-902
月～水金　9:00～12:00、17:00～19:00

木土　9:00～12:00
052-877-9900

若松医院 名古屋市名東区よもぎ台3-1315
月～水、金　9:00～12:00、17:00～19:00

土　　　　　9:00～12:00
052-776-2161

猪子石ファミリークリニック 名古屋市名東区香南1-211
月～土　　　9:00～12:00

月、火、金　14:00～17:00
052-777-0078

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

渡辺内科 名古屋市名東区照が丘212

月、火、木、金　9:00～12:00、16:30～19:00

水、土　9:00～12:00、13:30～15:30

日　　　　　8:30～10:30

052-777-0211

若葉台クリニック 名古屋市名東区若葉台502　若葉台ビル1F

月~土　9：00~13：00

月、火、木、金

17：00~19：00

土　14：00~16：00

発熱者は事前に電話をしてもらい、時間指定をして

いる。

052-777-2888

はやの耳鼻咽喉科 名古屋市名東区藤見が丘44
月、火、木、金　12:00～15:00、18:00～19:00

土　8:00～9:00、13:00～14:00
052-777-1187

はせがわクリニック 名古屋市名東区高針3-406

月～水、金　8:30~12:00

　　　　　　15:30～19:00

木、土　　　8:30～12:00

052-702-1088

はせがわ内科医院 名古屋市名東区藤が丘107
月、水～土　 8:30~12:30

月、水～金　 15:00～18:00
052-772-0234

かなれこどもクリニック 名古屋市名東区猪子石原1-208-1

月～水、金　9:00～12:00

　　　　　　15:00～18:00

木、土　　　9:00～12:00

052-760-1800

星のまちクリニック 名古屋市名東区牧の原3丁目301
月～水、金　9：00～12：00、15：00～19：00

土　9：00～14：00
052-709-3301

照が丘クリニック 名古屋市名東区照が丘61

月、火、木、金

9:00～12:00

16:30～19:00

水、土　9:00～12:00

052-772-5131

松永クリニック 名古屋市名東区豊が丘208
月、火、木、金　13:00～15:00

土　8:00~9:00、13:00~14:00
052-773-3312

医療法人　平松クリニック 名古屋市名東区若葉台204番

月、火、木～土

9:00～12:00

月～金　16:30～18:30

052-760-6023

医療法人桂名会　木村病院 名古屋市名東区名東本通2-22-1

月～金　　　11:00～12:00

　　　　　　16:00～17:00

土　　　　　11:00～12:00

052-781-1119

きふねこどもクリニック 名古屋市名東区勢子坊1-1403

月～土　10：00～12：00

月、火、木、金

16：30～18：00

052-701-1088

星ヶ丘クリニック 名古屋市名東区西里町5-35

月、火、木、金

9：00~12：00

16：30~19：00

水、土　9：00~12：00

052-709-6855

いのこし病院 名古屋市名東区猪子石原1-1501 月～金 9:00～12:00 052-777-5688

みうら内科クリニック 名古屋市名東区亀の井2-180
月火水金　13:00~16:00

木　　　　13:00~14:00
052-703-8817

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

藤原医院 名古屋市名東区平和が丘1-38 月～金　14:00~16:00 052-771-7061

名古屋市名東区休日急病診療所 名古屋市名東区丁田町35 日、祝日
9:30~12:00、13:00~16:30 052-776-6631

一社アレルギー科こどもクリニック 名古屋市名東区一社二丁目87 月～土
9:30~11:30 052-705-4122

こだまクリニック 名古屋市名東区極楽1丁目1番地

月~土　9:00~11:30

月、火、水、金

16:00~17:30

052-705-0550

メディカルケア内科 名古屋市名東区一社2-8　オオタ一社ビル１F

月、火、水、金

9:00~12:30、14:30~17:30

土　12:00~12:30

052-701-1021

すぎやま病院 名古屋市名東区社台3-10 月～水、金　13:30～16:00 052-774-8222

まえはら耳鼻咽喉科
名古屋市名東区高社1-266　ラウンドスポット

一社3階

月、火、水、金　8:45～12:00、16:00～19:30

土　8:45～12:00
052-779-3387

本郷クリニック 名古屋市名東区上社2-69

月、火、木、金　8:00～9:00、12:00～13:00、16:00

～16:30、19:00～20:00

水、土　　　　8:00～9:00　12:00～13:00

052-771-7311

なるけ在宅クリニック 名古屋市名東区上社四丁目131番地 月～金　10：00～12：00 052-990-1611

若月こどもとアレルギーのクリニック 名古屋市名東区高針荒田1901 月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　9:00～12:30
052-788-7581

医療法人香徳会メイトウホスピタル 名古屋市名東区上社3-1911 月木　14:00～16:30 052-701-7000

藤が丘ｅｆｆｅファミリークリニック 名古屋市名東区藤が丘170-4　２階
月～金9:00～13:00、16:30～19:00

土9:00～13:00
052-772-3333

天白橋内科内視鏡クリニック 名古屋市天白区原一丁目102
月～水、金、土　8:30～12:00

月～水、金　16:00～19:00
052-808-7201

青木内科 名古屋市天白区中砂町534
月～金　　　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　9:00～12:00
052-836-5741

医療法人　あいち診療会　あいち診療所野並 名古屋市天白区福池2丁目330-2
月～土　9：00～12：00

月、火、木、金　16：00～19：00
052-895-6637

すずき内科クリニック 名古屋市天白区植田東3-1103
月～土　8：45～12：00

月、火、木、金　　16：30～19：00
052-806-7700

名古屋市

27 / 29 ページ



2022.2.17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

　※　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。

こばやし耳鼻科 名古屋市天白区井口1-1510

月~水、金　 9:00～12:30

　　　　　　16:00～19:00

木　　　　　9:00～12:30

土　　　　　9:00～12:30

　　　　　　14:00～16:00

052-804-8833

ＭＡクリニック 名古屋市天白区焼山1-502-1
月、火、木、金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　9:00～14:00
052-809-2210

しまだ中央クリニック 名古屋市天白区保呂町1708-2
月、火、木、金　9:00～12:30、16:30～19:00

水、土　　　  9:00～12:30
052-809-2561

太田内科クリニック 名古屋市天白区向が丘2-1407
月～水、金　　　  9:00~12:00、16:00~19:00

木、土　9:00~12:00
052-801-3955

医療法人　松川クリニック 名古屋市天白区土原四丁目404

月～水、金、土　9：00～13：00

木　9：00～12：00

月～水、金　　15：30～19：00

土　14：30～17：30

052-801-0311

掛川クリニック 名古屋市天白区八事天道917-3
月、火、木、金　9：00～12：00、16：00～19：00

水、土　9：00～12：00
052-861-7801

医療法人　うえだ耳鼻科クリニック 名古屋市天白区元植田2-2408-1

月～水、金、土　12:00~13:30

月～水、金　19:00~20:30

土　16:00~17:30

052-800-3314

名古屋記念病院 名古屋市天白区平針四丁目305番地

月～金（祝祭日除く）

9:00～12:00、13:00～17:00

＊患者受付は16:00までとなります

052-804-1111

医療法人　くずしまクリニック 名古屋市天白区原4-1903

月～水、金　8:30～9:00　12:00～12:30　15:30～

16:00　19:00～19:30

木、土　8:30～9:00　12:00～12:30

052-802-0111

医療法人春陽会　サクラクリニック 名古屋市天白区一つ山2-6

月～金　　　11:00～13:30

土　　　　    11:30～14:00

月、火、金　18:30～20:00

水　　　　　19:00～20:30

052-801-3931

さのすこやかクリニック 名古屋市天白区元植田2-1601

月～水、金　8:30～12:00

　　　　　　15:45～19:00

土　　　　　8:30～12:30

052-800-7755

天白宮田クリニック 名古屋市天白区一本松2-1102

月～水、金

11：00～12：00

17：00～18：00

木　11：00～12：00

052-802-3311

医療法人育心会　てらしま医院 名古屋市天白区植田南3-111　エクセル植田1F

月~土　9：00~12：00

月、火、木、金

16：00~19：00

052-805-8282

医療法人玲生会　にん内科 名古屋市天白区植田西1-409
月、火、木、金　12:00～14:00、18:00～20:00

水、土　　　12:00～14:00
052-801-7110

医療法人すまいる　クリニックそれいゆ 名古屋市天白区土原1-169

月~金

9:00~12:00　16:00~19:30

土　9:00~13:00

052-802-6111

名古屋市
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2022.2.17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

　※　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。

植田西クリニック 名古屋市天白区植田西2-804
月～土　9:00~12:00

月～金　16:00～19:00
052-680-7220

梅が丘内科とアレルギーのクリニック 名古屋市天白区梅が丘5丁目2603番地

月~水、金

8:30~12:00　16:30~19:00

木　8:30~12:00

土

8:30~12:00　14:00~17:00

（診療時間内、駐車場にて対応）

052-800-4680

あおきクリニック 名古屋市天白区植田山5-126-1 月~水、金　11:30~12:00 052-837-7555

すずきクリニック耳鼻咽喉科 名古屋市天白区原4丁目802

月火水金

12:00~13:00

15:00~16:00

052-806-3317

はやたクリニック
名古屋市天白区植田3-1603　名鉄交通植田ビル

１F

月、火、水、金  11:30~12:30、18:00~19:00

土　12:00~13:00
052-838-5585

あんどうこどもクリニック 名古屋市天白区平針台１-１０１３
月～土　9：00～12：00

月・火・木・金　16：00～19：00
052-800-2400

こうのすクリニック 名古屋市天白区焼山２-２０６ 月火木金　9:00~12:00  15:30~18:30

水土　9:00~12:00
052-800-1332

せんだ・クリニック 名古屋市天白区元植田2-2314-1
月火木金　9：00～12：00、16：00～19：00

土　9：00～12：00
052-847-2022

ごうホームクリニック 名古屋市天白区原1-1410サンモール原103 月～金　9:00～12:00 052-803-5005

おかもとファミリークリニック 名古屋市天白区池場3-517 月火水金　９:00～12:00、16:00～19:00

土　9:00～12:00、14:00～17:00
052-806-4800

医療法人並木会　並木病院 名古屋市天白区荒池2-1101 月～金　9:00～12:00、13:00～16:00

土　9:00～11:00
052-848-2000

あおいろ耳鼻咽喉科 名古屋市天白区島田3-405
月火木金　9:00～12:00、15:00～18:30

土　9:00～13:00
052-847-7510

名古屋市医師会天白区休日急病診療所 名古屋市天白区池場2-2403 日祝　10:00～12:00、13:00～17:00 052-801-0599

やすまゆファミリークリニック 名古屋市天白区高島1-204
月～水金　11:30～12:30、14:30～15:30

木　11:30～12:30
052-800-1211

名古屋市
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