
外来対応医療機関 名古屋市千種区

医療機関名 住所 診療・検査
対応時間 電話番号

内科・循環器科あおやまクリニック
名古屋市千種区青柳町6-10-2 グランダール吹上

1F

月、火、木、金　9:00～12:00、16:00～19:00

水、土　　　　　9:00～13:00
052-732-0020

岡部内科医院 名古屋市千種区内山二丁目8-5
月・火・木～土　11:30~12:30

 （水曜休診）
052-731-0570

水野宏胃腸科内科 名古屋市千種区今池4丁目14番3号
月～金　　　9:00～12:30、17:00～19:00

土　　　　　9:00～12:30
052-733-0300

大石ファミリークリニック 名古屋市千種区豊年町16-7
月～水、金　9:00～12:00、18:00～20:00

木、土　　　9:00～12:00
052-722-1133

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

黒川医院 名古屋市千種区春岡1-27-6

月～水、金　9:00～12:30、17:00～19:00

木　　　　　9:00～12:30

土　　　　　9:00～13:00

052-762-6366

樫尾クリニック 名古屋市千種区山門町1-78
月～土　　　9:00～12:00

月～水、金　17:00～19:30
052-752-1117

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　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

医療法人東恵会　星ヶ丘マタニティ病院 名古屋市千種区井上町27番地 月～土　　　9:00～12:00 052-782-6211

医療法人　あんどうファミリークリニック 名古屋市千種区宮根台1-7-7
月～土　　　9:00～12:00

月～水、金　17:00～19:00
052-775-0711

芹沢クリニック 名古屋市千種区千代が丘4番6

月、火、木、金　9:00～12:00、14:30～19:00

水、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

052-775-1800

医療法人光寿会　今池腎クリニック 名古屋市千種区今池五丁目38番23号
水、金　9:00～15:00、16:00～22:30

木、土　9:00～15:00
052-744-0667

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　9:00～11:30、16:00～18:00

土　　　　　　　9:00～12:00
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

メディカル・サテライト名古屋 名古屋市千種区田代本通3-3
月～土　10:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-763-2311

愛知県がんセンター 名古屋市千種区鹿子殿1-1
月～金　　　9:00～12:00、13:00～16:00

かかりつけ患者に限る
052-762-6111

医療法人　光が丘内科クリニック 名古屋市千種区光が丘1-16-20

月、火、木、金　9:00～12:00、16:00～19:00

水、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

052-725-3337

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　9:00～12:00、16:00～19:00

木、土　　　9:00～12:00

（祝日・年末年始除く）

052-757-5218

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

　※　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。

2023.5.11現在



宮根はやしクリニック 名古屋市千種区宮根台1-3-32

月、火、木、金　9:30～12:30、17:00～19:00

土　　　　　　　9:30～12:30、14:30～16:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

自家用車で来院できる患者に限っている

052-776-8883

医療法人格生会　堀内クリニック 名古屋市千種区徳川山町5-1-1

月、火、木、金　8:30～9:00、12:00～14:00、

　　　　　　　　16:00～16:30

水、土　　　　　8:30～9:00 12:00～14:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-762-0687

池下えぐちクリニック 名古屋市千種区池下2-1-8
月～金(祝日を除く）　12:00～16:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-763-1121

杉田病院 名古屋市千種区星が丘元町16-20

月～金　9:00～12:00

※検査については例外あり。

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-781-0433

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

医療法人知真会　覚王山クリニック 名古屋市千種区田代町四観音通西5-15
月～金　　　14:00～16:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-725-3591

医療法人　博報会　上野産婦人科 名古屋市千種区上野1-1-11 月~土　9:00～11:00 052-721-0321

かきや内科　糖尿病・甲状腺クリニック 名古屋市千種区日岡町2-52
月～水、金　11:30～12:30、18:00～19:00

木、土　　　12:00～13:00
052-757-3456

医療法人福智会　すずかけクリニック 名古屋市千種区今池5丁目19番12号
月、水、木、土　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
052-731-8300

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～水、金　12:00～12:30、18:30～19:00

木、土　　　12:00～12:30

事前に電話してください。

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

一般社団法人　オリエンタル労働衛生協会　

メディカルクリニック
名古屋市千種区今池1-8-4 月・水・金　16:30～18:00 052-746-6556

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～水・金　9:30～11:30、17:00～19:00

木・土　　　9:30～11:30

※必ず事前に電話予約をすること

※一般患者終了後随時お呼び出し。屋外駐車場にて

診療（ドライブスルー方式）。検査キット不足な

ど、お断りすることあり。

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

本山ホームケアクリニック 名古屋市千種区四谷通３-２６　６０４号
月、火、水、金　9:00～12:00、16:00～18:00

木、土　　　　　9:00～12:00
052-753-6270

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

医療法人京命　整形外科　京命クリニック 名古屋市千種区京命２-８-２１
月火水金　16:00～18:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-776-3331

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

せんだファミリークリニック 名古屋市千種区北千種2-5-30
月～水金　9:00～12:00、16:00～19:00

木土　　　9:00～12:00
052-723-1200

名古屋市医師会千種区休日急病診療所 名古屋市千種区今池5-4-15 日・祝　10:00～12:30、13:00～17:00 052-733-1191

ヨシダファミリーメディカルクリニック 名古屋市千種区天満通一丁目41番地の1
月・火・木・金　9:00～12:00 、16:00～19:00

土　　　　　　　9:00～12:00
052-723-5511

糖尿病・甲状腺とみなが内科 名古屋市千種区豊年町14-4スギ薬局内山店2階
月～水・金　9:30～12:30、15:00～18:30

土　　　　　9:00～11:30、14:00～17:30
052-711-5100

ウチカラクリニック 名古屋市千種区末盛通1-3 ハイツサンピア403
月　9:00～10:00

※かかりつけ患者に対する診療に限る
090-3589-2513

医療法人和伸会　和田内科病院 名古屋市千種区今池南25-5 月～金　9:00～16:00 052-732-1118

彦坂耳鼻咽喉科医院 名古屋市千種区春岡1-7-3
月～水・金　9:00～12:00、16:00～18:30

土　　　　　9:00~12:30
052-751-3925

名古屋麻酔科クリニック 名古屋市千種区丘上町2-49-4
月・火・木・金　15:30～19:00

※ただし、当院通院患者の検査に限る
052-757-3326



大鹿内科医院 名古屋市千種区希望ヶ丘4-8-6
月・火・木・金　9:00～12:00、17:00～19:00

水・土　　　　　9:00～12:00
052-762-2755

ワイワイこどもクリニック 名古屋市千種区御棚町1-29

月・火・木・金　9:00～12:00、16:00～18:00

土　　　　　　　10:00～12:00、14:00～16:00

※予約制

052-757-3315

こいのさかクリニック 名古屋市千種区千種三丁目27番24号

月～木　9:30～12:30、14:30～17:30

土　　　9:30～12:30

予約制。専用時間は設けていません。診察の合間に

対応します。

052-890-0300

ふきあげ内科胃腸科クリニック 名古屋市千種区千種3-7-18

月～金　　　9:00～11:00

月・水・金　17:00～18:00

祝日休み

052-731-1617


