
外来対応医療機関 名古屋市中区

医療機関名 住所 診療・検査
対応時間 電話番号

医療法人斯文会　岡田内科 名古屋市中区上前津1丁目12-7

月～土　　　　　9:00～12:30

　　　　　　　　（土は第２、第４のみ）

月、火、木、金　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

052-321-7071

北川くりにっく 名古屋市中区金山1-9-20 昌伸ビル1F2F
月～金　　　9:00～12:30、16:30～19:00

土　　　　　9:00～12:30
052-322-8380

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

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

本町クリニック 名古屋市中区栄3丁目20番地29号
月～水、金　9:30～13:00、15:00～18:30

土　　　　　9:30～13:00
052-249-0101

医療法人　長谷川内科 名古屋市中区新栄町1-3　日丸名古屋ビル7F

月～土　　　　　9:00～12:30

月、火、木、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

052-961-5923

すずき呼吸器クリニック 名古屋市中区新栄町1-3　日丸名古屋ビル7F

月、水～金　　9:00～12:30、14:00～16:30

火、土　　　　9:00～12:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-265-7250

独立行政法人国立病院機構名古屋医療セン

ター
名古屋市中区三の丸四丁目1番1号

月～金　13:00～15:00

※変更あり

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-951-1111

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

恒吉クリニック 名古屋市中区丸の内2丁目18番11号

月～水、金　9:30～13:00、14:30～17:30

木　　　　　9:30～13:00

土　　　　　9:30～12:00

052-231-3256

医療法人生寿会　新栄クリニック 名古屋市中区新栄3-7-13

月、火、木～土　8:30～9:00、12:00～12:30、

16:00～17:00

水　　　　　15:30～17:30

(祝日及び年末年始は対応できません)

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-263-3501

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

わたなべクリニック 名古屋市中区大須4-3-1  グリナリー南久屋1F
月、火、木、金　9:30～12:30、16:00～18:00

水、土　　　　　9:30～12:30
052-243-0200

磯部内科クリニック 名古屋市中区新栄町1-3　日丸名古屋ビル3階
月、火、木、金　9:00～12:00、14:00～17:00

水、土　　　　　9:00～12:00
052-971-0515

医療法人寿芳会　加藤内科胃腸科 名古屋市中区丸の内3-16-16 月、火、木、金　12:00～16:00 052-962-3585

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

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

ふるたアメ横内科クリニック
名古屋市中区大須3丁目14-43　第2アメ横ビル

3F

月～水、金　9:00～12:00、16:00～18:00

木　　　　　16:00～18:00

土　　　　　9:00～12:00

052-238-6060

岩瀬内科・消化器内科
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～金　　　9:00～12:00

　　　　　　14:00～16:00
052-951-1255

　※　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



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・水～土日祝　10:00~19:00

（火曜休診）
052-211-8790

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

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　吉田内科 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ビル3階
月、火、木、金　12:00～13:00、15:30～16:30

水、木　　　　　11:30～13:30
052-951-0321

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

すぎやまレディスクリニック 名古屋市中区新栄町１-３日丸名古屋ビル３階

水　16:00～17:00

木　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

052-971-0930

さかもと内科腎クリニック
名古屋市中区新栄町１-３

日丸名古屋ビル６階
月火水金　12:30～14:00 052-961-2061

医療法人恒川内科 名古屋市中区新栄町１-３日丸名古屋ビル５階
月火水金　9:00～12:30　14:00～15:30

木土　　　9:00～12:30
052-951-1265

亀井内科呼吸器科 名古屋市中区新栄町１-３日丸名古屋ビル６階

月火水金　8:30～15:30

木土　　　8:30～12:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-951-2577

医療法人喬順会　中川内科 名古屋市中区新栄町１-３
月火金　12:30～13:30

火　　　12:30～13:30、15:30～16:00
052-951-7532

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

服部内科クリニック
名古屋市中区新栄町１-３

日丸名古屋ビル７F

月～金　16:00～17:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-962-8500

医療法人社団広域白報会　なごや在宅診療所
名古屋市中区千代田5-11-11 ST PLAZA 

TSURUMAI 東館2F

月～金　9:00 ～12:00、13:00～17:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-212-9388

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

土　　　　12:00～12:30
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
052-331-3387

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

医療法人社団甲仁会　名古屋甲状腺診療所 名古屋市中区大須4-14-59

月～土　10:00～13:00、15:00～18:00

ただし、事前連絡の上、要予約。甲状腺疾患の疑い

の患者に対する診療・検査に限る

052-252-7305

古井脳神経外科 名古屋市中区新栄町1-3日丸名古屋ビル6F 月・火・木・金　9:00～12:00 052-951-2223

西大須伊藤内科・血液内科 名古屋市中区大須一丁目21-41

月・火・木・金　11:00～12:30

土　　　　　　　9:30～12:30

※PCR検査は実施していません

※対象者限定なし。在宅患者、かかりつけ患者以外

も対応可

052-201-1616

医療法人聖真会　横山記念病院 名古屋市中区千代田三丁目11番20号

月～金　13:00～14:00

※発熱で受診希望のかたは、電話にて予約をしてい

ただき、13時から14時の間の予約時間にお越しくだ

さい。

052-332-1811

山田シティクリニック 名古屋市中区栄二丁目15-40
月・木・金　10:00～13:00、16:00～18:30

火・水・土　10:00～13:00
052-231-0782

栄セントラル耳鼻科 名古屋市中区栄3-27-5 栄セントラルビル2階
月～水・金　9:00～13:00、15:00～19:00

木・土　　　9:00～13:00
052-241-3387

グレイスベルクリニック 名古屋市中区大須3-16-25 月～金　13:00～13:30 052-261-7777

柊みみはなのどクリニック大須
名古屋市中区大須4丁目10-40 カジウラテック

スビル7F

月～金　9:30～12:30、14:30～18:30

土　　　9:30~13:00
052-243-3341

医療法人緑葉会　関谷耳鼻咽喉科 名古屋市中区新栄町1-3 日丸名古屋ビル9階

月・水・木　10:00～12:00、14:00～17:00

火・金　　　10:00～12:00、14:00～19:00

土　　　　　10:00～12:00

052-951-7799

さかえ訪問クリニック 名古屋市中区栄一丁目25番17号 月～金　9:00～12:00、13:00～18:00 052-232-0039

Henri Clinic 名古屋院 名古屋市中区栄3丁目6-20 辰晃ビルディング9F 月～日　10:00～19:00 052-269-2244



奥田クリニック 名古屋市中区錦1-4-28 月～水・金　9:00～12:00、16:00～18:00 052-231-5707

ウェルネスビューティクリニック名古屋院 名古屋市中区栄3丁目15-37 エフジー栄ビル9F 金、土、日　10:00～13:00、15:00～18:00 052-269-3060

もりもり小児科
名古屋市中区千代田5-11-35　東日本ハウス名

古屋ビル3F

月、火、金　9:00～12:00、15:00～18:00

水　　　　　15:00～18:00

木、土　　　9:00～12:00

052-243-0130


