
外来対応医療機関 名古屋市北区

医療機関名 住所 診療・検査
対応時間 電話番号

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

うわとこクリニック 名古屋市北区大曽根2-7-18

月、火、水、金、土　9:00～12:00

月、金　　　　　　　16:30～19:00

火、水　　　　　　　17:00～19:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-991-4602

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

医療法人厚仁会　城北クリニック 名古屋市北区黒川本通5丁目26-1
月～土　　　9:00～23:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-915-3731

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1-14
月～金　9:00～11:00

※事前に電話にて時間を指示します
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

※11:30までに電話連絡のあった方を順次対応致し

ます

月・水・金

※16:00~17:30に電話連絡のあった方を順次対応致

します

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　9:00～11:00、16:00～18:00

土　　　　　9:00～11:00、15:00～16:00

事前電話連絡による予約制

052-981-1211

やまね病院 名古屋市北区楠味鋺4丁目1524番地
月～金　　　　　9:00～12:00

月・火・木・金　16:00～18:00
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

片山内科 名古屋市北区駒止町2-40　東洋ビル
月、木　通常診療終了後

（月、木以外も可能な範囲で対応可）
052-914-8000

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　10:00～11:00、14:00～16:00 052-991-2111

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　9:00～12:00、15:00～18:30

土　　　9:00～12:00
052-916-2161

医療法人友志会　水谷クリニック 名古屋市北区中丸町2丁目2番

月、火、木～土　9:00～12:00

月、火、木、金　16:00～19:00

（水曜休診）

052-919-7000

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

青木医院 名古屋市北区金城町4-38
月～土　　　11:00～13:00

月、水、金　19:00～20:00
052-981-2685

医療法人正医会　近松医院 名古屋市北区平安2-5-40
月、火、木～土　11:30～12:30

(その他の時間帯は一般患者のみ対応します。)
052-981-5323

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

医療法人愛仁会　名春中央病院 名古屋市北区東味鋺1-2401
月～金　　　9:00～12:00、15:00～17:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-901-6131

津村こどもクリニック 名古屋市北区長喜町2-33-2

月、水　 9:00～10:45、18:00～18:30

金　　　11:15～12:00、18:00～18:30

土　　　9:00～10:30

052-914-8248

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

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

　※　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



若葉通クリニック 名古屋市北区若葉通1丁目15-2

月～水、金　9:00～12:30、16:00～18:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

土　　　　　9:00～12:00

052-914-7202

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

医療法人昇樹会　産科婦人科上野レディスク

リニック
名古屋市北区大曽根1-29-33

月、水、金　9:00～12:00、18:00～20:00

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

052-981-1184

くろかわ内科・健診クリニック 名古屋市北区元志賀町1-4-1 月、金　9:30～11:30 052-908-8181

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・火・木・金　8:30～12:00、16:00～18:30

水・土　　　　　8:30~12:00
052-912-0002

竹内耳鼻咽喉科 名古屋市北区六が池町17-1
月、火、水、金　8:00～9:00、15:00～16:00

土　　　　　　　8:00~9:00
052-903-1187

医療法人　浩誠会　セタクリニック
名古屋市北区黒川本通四丁目37　カーサビアン

カ黒川2階

月～水、金　9:00～12:00、15:00～18:00

土　　　　　9:00～13:00

※かかりつけの患者に対する診療・検査に限る

052-325-6699

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

木の香往診クリニック 名古屋市北区駒止町２-２２
月～金　9:00～17:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-908-8421

ささきクリニック 名古屋市北区彩紅橋通２-１ 月～水、金　11:00～12:00 052-915-5800

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　11:00～16:00

（休日除く）

＊要電話予約・当日予約のみ

　（予約受付時間　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

つがねクリニック 名古屋市北区安井4-14-63
月～水金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　9:00～12:00
052-911-8686

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

楡の木ファミリークリニック 名古屋市北区平安2-24-58
月火木金　11:00～12:00、18:00～19:00

水土　　　11:00～12:00
052-912-6868

名古屋市医師会北区休日急病診療所 名古屋市北区下飯田町3-3-2

日　10:00～12:30、13:00～17:00

※受付時間

　9:30～12:00、13:00～16:00

052-915-5351

あだち内科クリニック 名古屋市北区中味鋺3-1001

月金　8:30～12:00、16:00～18:00

火木　8:30～12:00、17:00～19:30

土　　8:30～12:00

052-902-5677

医療法人敬生会　さんクリニック 名古屋市北区清水二丁目2番8号 木　9:30～11:30、13:30～16:30 052-935-8605

柴田内科クリニック 名古屋市北区会所町226
月～水・金　9:00～12:00、17:00～19:00

土　　　　　9:00～12:00
052-902-6511

まき小児科 名古屋市北区如意2-99-1
月・水・金　9:00～12:00、16:00～19:00

火・木・土　9:00～12:00
052-903-1722

きたお耳鼻咽喉科 名古屋市北区上飯田西町1-33-1
月・火・木・金　12:00～13:00

土　　　　　　　13:00～14:00
052-919-6366

竹内クリニック 名古屋市北区辻町3-53

月・火・木・金　9:00～12:00、16:00～19:00

水・土　　　　　9:00～12:00

※かかりつけの患者の診療・検査に限る

052-914-0533

いちょうクリニック内科・消化器内科 名古屋市北区織部町1番1 そよら上飯田2F
月～水・金　9:00～12:00、16:00～19:00

土・日　　　9:00～12:00
052-325-5711



やながわクリニック 名古屋市北区大野町3-16

月・木・金　9:00～12:00、18:00～20:00

火・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

052-919-6711

おおぞね内科クリニック 名古屋市北区大曽根4-13-28

月、火、木、金　9:00～12:30、16:00～18:00

水・土　　　　　9:00～12:30

※来院時間は電話問い合わせ時相談

052-910-1230

いざわ内科・消化器内科クリニック 名古屋市北区浪打町2丁目92-1

月、火、水、木、金　9:00～11:30、16:00～17:30

土　　　　　　　　　9:00～11:30

受診には電話による予約が必要

050-1807-2516

飯田医院 名古屋市北区杉栄町5-116-4
月～土　　　9:00～11:30

月～水、金　16:00～18:30
052-991-1695

ときわ医院 名古屋市北区尾上町1-2
月、火、木、金　9:00～12:00、15:30～19:00

土　　　　　　　9:00～11:30
052-914-8588


