
外来対応医療機関 名古屋市中村区

医療機関名 住所 診療・検査
対応時間 電話番号

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

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

かすもりクリニック 名古屋市中村区烏森町8丁目1205-1

月～土　　　9:00～12:00

月～金　　　17:00～19:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-486-6660

偕行会　城西病院 名古屋市中村区北畑町四丁目1番地
祝日を除く月～金　9:30～12:30、13:30～15:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-485-3777

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　9:00～12:00、15:00～18:00

火・日　　　　　9:00～12:00
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（祝日除く）　　　9:00～12:00、16:30～19:00

火～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　　　9:00～12:00

月～水、金　16:00～19:00
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～土　　　9:00～12:00

月・水～金　16:00～18:30
052-412-0536

井上医院 名古屋市中村区太閤4-5-19
月～水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　9:00～12:00
052-451-4527

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

一柳内科 名古屋市中村区椿町17-6
月～水、金　 12:00～14:00

木　　　　　 12:00～13:00
052-451-0353

徳田クリニック 名古屋市中村区千原町4-65

月火水金　9:00～12:00、16:00～19:00

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

052-452-0031

名駅ファミリアクリニック 名古屋市中村区亀島一丁目4-4

月～水、金　9:00～12:30、16:00～18:30

木、土　　　9:00～12:30

※ただし、訪問診療の患者に対する診療・検査に限

る

052-459-3312

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

中村内科クリニック 名古屋市中村区野上町52番地
月・火・木・金　9:00～12:00、16:00～18:30

水・土　　　　　9:00～12:00
052-414-4431

吉川耳鼻咽喉科 名古屋市中村区太閤4-7-4

月～水、金　11:30～12:30、18:00～19:00

木土　　　　10:30～12:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-451-5476

水谷内科小児科 名古屋市中村区名駅南1-11-1
月～土　9:30～13:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-541-6580

医療法人珪山会　鵜飼病院 名古屋市中村区寿町30番地
月～金（平日のみ）　13:30～15:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-461-3131

さいとう外科内科皮フ科クリニック 名古屋市中村区竹橋町11-5

月～金　9:00～12:30、18:00～20:00

土　　　9:00～12:00

（受入患者を限定しない）

052-451-2869

医療法人　古山医院 名古屋市中村区黄金通1丁目10番地 月～土　11:30～12:30、18:30～19:30 052-451-8002

　※　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



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

令和なかむらハートクリニック 名古屋市中村区太閤通6-32
月、火、水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

木、土　　　　　9:00～12:00
052-471-3832

谷内科 名古屋市中村区畑江通8丁目22番地
月～土　　　　　12:00～12:30

月、火、木、金　18:30~19:00
052-482-7891

医療法人誠心会　大菅病院 名古屋市中村区大官町1-38
月～土　9:00～12:00、13:30～17:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-471-5600

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

臼井医院 名古屋市中村区大正町2-36

月、火、水、金　9:00～12:00、18:00～20:00

木　　　　　　　18:00～20:00

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

052-451-5140

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

ゆうゆう診療所 名古屋市中村区大門町19

火水金　16:30～17:30

土　　　13:30～14:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-481-7771

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

かけはし糖尿病・甲状腺クリニック 名古屋市中村区乾出町2-35 月～水金　12:00～12:30、17:00～17:30 052-483-3377

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）
052-471-8311

名古屋循環器科・内科
名古屋市中村区名駅2-45-7 松岡ビルディング

4F

月・火・木・金　9:30～13:30、15:30～19:00

水・土　　　　　9:30～13:30
052-533-1441

総合在宅医療クリニック名駅
名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲー

ト8F

月～土　9:00～17:00

※自宅への訪問診療専門

※在宅医療クリニックとして24時間365日待機当番

がいますので夜間・日・祝日も対応可能

※夜間/休日の電話番号：090-3329-7830

052-526-7832

西川耳鼻咽喉科医院 名古屋市中村区亀島1-8-29
月～水・金　9:30～12:00、16:00～18:00

土　　　　　9:30～12:00
052-452-8733

医療法人暁会　中村内科 名古屋市中村区中村町8-37
月～土　　　9:00～11:30

月～水・金　17:00～18:30
052-482-0312

医療法人尚仁会　名古屋ステーションクリ

ニック

名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルディング

8階

月～土　13:00～16:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-551-6663

リブラささしまメディカルクリニック
名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲー

ト5階

月・火・木　11:00~12:00

水・金　　　12:00~12:30

月・水～金　17:00~17:30

052-485-7298

太閤クリニック 名古屋市中村区太閤通5丁目33番地

月火、木金土　9:00～11:30

月火、木金　　16:00～17:30

※かかりつけ患者に限らない

052-485-7877

桶屋クリニック 名古屋市中村区名駅南3-16-15　ASビル2F
月～水、金、土　11:30～12:15

月～水、金　　　18:00～18:45
052-533-6166


