
外来対応医療機関 名古屋市守山区

医療機関名 住所 診療・検査
対応時間 電話番号

医療法人敬進会　くれやま整形外科・胃腸科 名古屋市守山区元郷2-1404
月、火、木、金　9:00～12:00、16:00～19:00

水、土　　　　　9:00～12:00
052-798-7222

にししろクリニック 名古屋市守山区西城2丁目13-13

月～水、金　8:30～9:00、11:30～12:30、

　　　　　　18:30～19:30

土　　　　　8:30～9:00、11:30～12:30、

　　　　　　14:00～15:00

052-791-2446

しば内科クリニック 名古屋市守山区小幡南1丁目24番10号

月、火、水、金　8:30～9:00、11:30～12:00、

　　　　　　　　15:30～16:00、18:30～19:00

木　　　　　　　8:30～9:00、11:30～12:00

土　　　　　　　8:30～9:00、11:30～12:00

052-793-8001

なるかわレディースクリニック 名古屋市守山区野萩町13-14プラザ野萩2F

月、火、水、金　8:30～9:00、12:00～12:30、

　　　　　　　　15:30～16:00、19:00～19:30

木、土　　　　　8:30～9:00、12:00～12:30

052-796-2220

伊藤内科医院 名古屋市守山区廿軒家32-12 月、水、金、土　12:10～13:10 052-791-2019

しだみ高橋クリニック 名古屋市守山区中志段味洞畑2150
月～水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　9:00～12:00
052-778-7885

医療法人　たけうちクリニック 名古屋市守山区森孝2-961

月～水、金、土　9:00～12:00

月～水、金　　　17:00～20:00

（土　15:00～18:00）

052-772-2020

おがたファミリークリニック 名古屋市守山区緑ヶ丘107
月～水、金　9:00～12:00、15:30～18:30

土　　　　　9:00～12:00
052-768-6093

いかい内科クリニック 名古屋市守山区白山4丁目1001-1

月～水、金　8:30～9:00、11:30～12:30、

　　　　　　15:30～16:00、18:30～19:30

木、土　　　8:30～9:00、11:30～12:30

052-760-3666

医療法人順秀会　守山内科 名古屋市守山区新守山901番地
月～金　　　8:30～12:30、16:00～19:00

土　　　　　8:00～14:00
052-791-5110

長沢医院 名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2271-340
月～水、金、土　9:00～12:00

月～水、金　　　16:00～19:00
052-736-3325

なかむら内科 名古屋市守山区大字上志段味字海東468-2 月～水、金　12:00～14:00 052-739-3030

オリーブ在宅クリニック 名古屋市守山区永森町353 月～木　9:00～10:00 052-758-6333

うちだ内科クリニック 名古屋市守山区小幡南三丁目5番3号
月～土　　　9:00～12:00

月～水、金　16:00～19:00
052-758-1122

医療法人　宮﨑クリニック 名古屋市守山区鳥神町219
月～土　　　　　9:00～11:30

月、火、木、金　16:00～18:00
052-797-0155

髙橋内科 名古屋市守山区小幡千代田14番9号

月～水、金、土　9:00～12:00

月～水、金　　　17:30～19:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-793-7355

医療法人　翠美会　おはなばたけクリニック 名古屋市守山区廿軒家22-40
月～水、土　7:30～11:00

金　　　　　7:00～11:00
052-792-1320

医療法人　きとうクリニック 名古屋市守山区廿軒家14番40号 月火木金　12:00～14:00 052-791-8215

医療法人輝和会　まつい内科クリニック 名古屋市守山区花咲台1-907
月～水、金　9:00～12:30、15:00～19:00

土　　　　　9:00～13:00
052-736-8666

久野医院 名古屋市守山区小幡南1-8-17
月、火、木～土　9:00～12:00

月、火、木、金　18:00～20:00
052-793-3537

医療法人いつき会　守山いつき病院 名古屋市守山区守山2-18-22 月～金　11:00～12:00、13:00～15:30 052-793-3101

医療法人　浅井医院 名古屋市守山区小幡南1-14-3

月～土　　　11:00～12:30

月、水、金　19:00～20:30

電話予約必要

052-791-2037

志水クリニック 名古屋市守山区大森一丁目1204番地
月・火・木・金　9:00～12:00、16:30～19:00

水・土　　　　　9:00～12:00
052-798-1311

もりやまこどもとアレルギークリニック 名古屋市守山区幸心3-1507-2

月火木金　9:00～12:00、15:30～18:30

水　　　　9:00～12:00

土　　　　9:00～13:00

052-795-2001

耳鼻咽喉科・眼科　吉田医院 名古屋市守山区城南19番31号
月火木金　8:30～11:45、14:15～17:30

土　　　　8:30～11:45、13:30～15:00
052-793-3511

医療法人　ハローキッズクリニック 名古屋市守山区平池東805-1
月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　9:00～13:00
052-737-0086

松坂クリニック 名古屋市守山区松坂町250

月火水金土　12:00～13:00

(標榜時間内の電話対応者のみ：8:30～12:00)

月火水金　　19:00～20:00

(標榜時間内の電話対応者のみ：17:00～19:00)

かかりつけの患者に対する診療・検査に限る

052-796-1500

すなかわ耳鼻咽喉科 名古屋市守山区日の後1101
月火水金　11:30～13:00、19:00～19:30

土　　　　15:00～16:00
052-739-3636

愛知クリニック 名古屋市守山区日の後805番地
月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

水土　　　9:00～12:00
052-736-5511

　※　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



マキムラクリニック 名古屋市守山区小幡太田3-39

月、火、木、金　8:30～9:00、12:00～12:30、

　　　　　　　　15:30～16:00、19:00～19:30

水、土　　　　　8:30～9:00、12:00～12:30

052-793-3158

天子田おぎそクリニック 名古屋市守山区天子田2丁目1802-1
月～水、金　9:00～12:00、15:30～18:30

土　　　　　9:00～12:00
052-773-1033

医療法人めぐみ会　ものえ内科クリニック 名古屋市守山区向台1丁目303番

月～土　　　　　8:30～9:00、10:00～10:30、

　　　　　　　　12:00～12:30

月、火、木、金　15:30～16:00、17:00～17:30

052-760-2324

ようていファミリークリニック　藤が丘 名古屋市守山区四軒家二丁目702番地 月、火、水、木、金、土　10:00～12:00 052-771-6688

川瀬クリニック 名古屋市守山区小幡5-1-6
月、火、木、金　9:00～12:00、16:30～19:00

土　　　　　　　9:00～12:00
052-791-2644

たなかこども・クリニック 名古屋市守山区八反５-２５
月・火・水・金　9:00～12:00、16:00～18：30

土　　　　　　　9:00～12:00
052-758-3311

佐藤クリニック 名古屋市守山区長栄１３-１４

月火水金　11:00～12:00、18:00～19:00

土　　　　11:00～12:00

（事前の電話予約のみ対応）

052-794-8008

やまの耳鼻咽喉科クリニック 名古屋市守山区小幡３-２２-３１
月～水金　9:00～12:00、15:00～18:30

土　　　　9:00～13:00
052-795-3387

ひえだ内科クリニック 名古屋市守山区小幡南1-17-3 月火水金　9:00～12:00、16:00～19:00 052-794-2509

ゆりクリニック名古屋東 名古屋市守山区大字上志段味字川原156
火金　15:30～17:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-736-5000

こんどう内科クリニック 名古屋市守山区新城16-16

月～水、金　12:15～12:45、19:15～19:45

土　　　　　12:00～12:30

※事前にお電話での予約をお願いしています

052-758-5296

医療法人静稜会　きたやまファミリークリ

ニック
名古屋市守山区小幡5-14-41

月水木金　8:30～12:00、16:00～19:00

火土　　　8:30～12:00
052-795-3900

ＭＥＤ ＡＧＲＥＥ ＣＬＩＮＩＣ　なごや 名古屋市守山区川東山2515
月水金　9:00～12:00、14:00～18:00

火木土　9:00～12:00
052-792-0039

フォレストベルクリニック 名古屋市守山区大字上志段味字羽根前600番２

月～金　12:00～13:00

産婦人科は自院患者に限る。小児科は自院患者に限

定しない。

052-737-0003

神保外科 名古屋市守山区小幡中2-20-1

月水金 　11:45～12:15、16:00～18:00

火木　　11:45～12:15、14:00～15:30

土　　　11:45～12:15

052-793-4728

名古屋市医師会守山区休日急病診療所・東部

平日夜間急病センター
名古屋市守山区小幡1-3-2

月～金　20:30～24:00

日・祝　9:30～17:00
052-795-0099

医療法人八誠会　もりやま総合心療病院 名古屋市守山区町北11番50号 月～金　8:30～11:00、13:00～14:00 052-791-2133

こでまりクリニック 名古屋市守山区小畑2-4-7

月・火・木　9:00～11:30、16:00～18:00

金（隔週）　9:00～11:30、16:00～18:00

土　　　　　9:00～11:30

※かかりつけ患者に対する診療・検査に限る

052-794-4114

独立行政法人国立病院機構東尾張病院 名古屋市守山区大森北2丁目1301番地

月～金　9:00～13:00

※自院かかりつけ患者のみ

※コロナ陽性・陰性の診断はできるが、新型コロナ

ウイルス感染症にかかる投薬等の治療はできない

（自院で対応可能な精神科領域の疾患の治療に限

る）。

052-798-9711

きっこファミリークリニック 名古屋市守山区深沢1丁目705
月・火・木・金　9:30～11:30、16:30～18:30

水・土　　　　　9:30～11:30
052-736-5010

医療法人寛裕会　山田医院 名古屋市守山区西城二丁目6-21
月・火・木・金　8:30～12:00、16:30～19:30

水・土　　　　　8:30～12:00
052-792-1200

守山みずのハートクリニック
名古屋市守山区川宮町64番地ドラッグスギヤマ

大永寺店1階

月・火・木・金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　　　9:00～12:00、13:00～16:40
052-799-8341

正翔会クリニック守山 名古屋市守山区元郷2丁目1315番1
月～日　9:00～12:00、16:00～18:00

※自院かかりつけ患者のみ
052-778-8126

田中医院 名古屋市守山区町南12番18号

月～土　　　10:30～12:00

月～水・金　18:00～19:30

（日曜・祝日は休診）

052-791-2245

生協もりやま診療所 名古屋市守山区小幡3-8-10
月・水　14:00～14:30

※事前に電話にて時間指定
052-795-5885

医療法人香流会　紘仁病院 名古屋市守山区四軒家一丁目710番地 月～金　9:00～12:00、13:00～17:00 052-771-2151

古沢クリニック 名古屋市守山区小幡中1丁目22-20 月・火・木・金　9:00～12:00 052-795-7221

もりやまファミリークリニック 名古屋市守山区瀬古東3-140
月・火・木・金　9:00～12:00、16:00～18:00

土　　　　　　　9:00～12:00
052-797-3883

せこ内科クリニック 名古屋市守山区瀬古一丁目720番地

月、火、水、金　9:00～11:30、16:00～19:00

木　　　　　　　9:00～11:30

土　　　　　　　9:00～11:30、13:00～15:00

052-758-0150

長谷川内科 名古屋市守山区幸心三丁目1102番地

月～土　　　9:30～11:30

月、水、金　17:30～19:00

可能な限り自動車での来院をお願いします。

052-793-2828


