
外来対応医療機関 名古屋市中川区

医療機関名 住所 診療・検査
対応時間 電話番号

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

山田内科･胃腸科 名古屋市中川区戸田明正二丁目2708番地
月～土　　　11:30～12:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-432-0036

加藤内科 名古屋市中川区高畑3-209 月～土　　　11:30～12:30 052-361-5995

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

※紹介状がない時の初診時選定療養費が必要です。
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

医療法人偕行会　名古屋共立病院 名古屋市中川区法華1丁目172
月～金　　　11:00～12:00、13:00～14:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-362-5151

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・火・木・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　11:00～12:00、17:00～17:30

木、土　　　11:00～12:00
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　　　8:20～11:30

※紹介状がない時の初診時選定療養費が必要です。
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

富田クリニック 名古屋市中川区かの里2-504
月～水、金　9:00～12:00、17:00～19:00

土　　　　　9:00～12:00、14:00～17:00
052-301-1212

ひさだファミリークリニック 名古屋市中川区中島新町3丁目1201番地

月、火、水、木、金　11:00～12:00、16:30～17:30

木、土　　　　　　　11:00～12:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-352-1000

医療法人　一色診療所 名古屋市中川区下之一色町字波花93番地

月、火、木、金　9:00～12:00、15:00～18:00

水、土　　　　　9:00～12:00

（祝日除く）

052-301-6161

林クリニック 名古屋市中川区愛知町2-22
月～土　　9:30～12:30

月火木金　16:30～19:00
052-354-5556（5558）

もりかわクリニック 名古屋市中川区荒子町大門西47

月、火、木、金　12:00～14:00、18:30～19:30

土　　　　　　　12:30～13:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-361-5863

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

はやせ希望クリニック 名古屋市中川区松葉町4-60 月～金　12:30～13:30 052-355-3533

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　西口整形外科
名古屋市中川区富田町大字千音寺字間渡里2883

番地

月～土　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
052-432-3003

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

水谷クリニック 名古屋市中川区高杉町103-8
月、火、木、金　9:00～12:00、16:30～18:30

水、土　　　　　8:00～13:00
052-353-3001

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

　※　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



浅井医院 名古屋市中川区小本本町3-100

月、水、金　9:30～11:30、17:30～19:00

火　　　　　9:30～11:30、16:30～17:30

木　　　　　9:30～11:30

※かかりつけの患者に対する診療に限っている

※事前電話連絡必要

052-361-4400

耳鼻咽喉科田崎クリニック 名古屋市中川区宮脇町1-141

月火木金土　12:00～12:30

月火木金　　18:30～19:00

土　　　　　17:00～17:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-365-4133

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

木の香往診クリニック中川
名古屋市中川区五月通二丁目37番地 黄金ステー

ションビル5階

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
052-350-1020

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　　　　　9:00～12:50、15:30～18:30

火、水、金　9:00～12:00、15:30～18:30

木、土　　　9:00～12:00

052-446-8888

さつき内科クリニック 名古屋市中川区五月南通1-14
月火木金　12:00～13:00、18:00～18:30

水土　　　12:00～13:00
052-362-7611

西垣医院 名古屋市中川区打中1-177
月・水～金　10:00～12:00

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　9:30～12:00、

　　　　　　　　　　　　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、16:00～19:00 052-302-8787

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

名古屋西病院 名古屋市中川区荒子2-40
月～土　9:00～12:00

月～金　16:00～19:00
052-361-0878

いとうクリニック 名古屋市中川区戸田西3丁目1815番地

月～金　　　11:30～12:00

月・水・金　17:00～17:30

（その他適宜対応）

052-309-1230

山口医院 名古屋市中川区戸田3-1901
月～土　10:00～12:00

月～水　17:00～18:00
052-302-1115

医療法人広徳会　佐藤病院 名古屋市中川区尾頭橋2-19-11
月～土　　　9:00～12:30

月～水・金　16:00～19:00
052-332-2707

医療法人慈幸会　こもと整形外科 名古屋市中川区柳森町1703番地 月～水・金　9:00～12:00 052-369-2233

つゆはしクリニック 名古屋市中川区柳堀町10番7号
月・火・木・金　9:00～12:00、16:00～19:00

水・土　　　　　9:00～12:00
052-353-7530

中西耳鼻咽喉科 名古屋市中川区広田町1-11
月～水、金　9:00～12:00、15:30～17:30

土　　　　　9:00～11:00
052-363-8590

医療法人真晴会　岡本クリニック 名古屋市中川区石場町4-51
月・火・木　9:00～12:00、17:00～19:00

金・土　　　9:00～12:00
052-351-8234

つゆはし内科 名古屋市中川区露橋二丁目27番20号 月～土　9:00～17:00 052-355-9070

医療法人寿会　八幡クリニック 名古屋市中川区八幡本通2-24
月・水～金　9:30～11:30、17:00～18:30

火・土　　　9:30～11:30
052-361-0577

太田内科クリニック 名古屋市中川区中郷4-45

月、水、木　12:45～1時間程度

火、金　　　19:30～1時間程度

土　一般診療終了後~1時間程度

受付は通常の受付時間でお願いします。

052-362-1771

あおい内科 名古屋市中川区八田町1106
月～水、金　9:00～12:00、16:00～18:00

木、土　　　9:00～12:00
052-364-2500



高畑耳鼻咽喉科 名古屋市中川区高畑3-83-2

月、火、木、金　　　9:00～12:00、15:00～18:00

水　　　　　　　　　9:00～12:00

第２、４、５土曜日　9:00~12:00

まずは電話にて連絡もらい院内の状況により車など

で待機。その後診察を行っている

052-351-3277


