
外来対応医療機関 名古屋市緑区

医療機関名 住所 診療・検査
対応時間 電話番号

うえすぎクリニック 名古屋市緑区桶狭間森前2801
月～水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

木、土　　　9:00～12:00
052-621-0400

耳鼻咽喉科　棚橋医院 名古屋市緑区鳴海町有松裏7-54　五竜ビル

月・水・木　10:00～11:00

月・水～金　17:00～18:00

火・土　　　9:30～11:30

052-621-8318

徳重ながさわクリニック 名古屋市緑区徳重二丁目1621 月～水、金　9:30～11:30、16:00～18:00 052-875-0550

医療法人MKCもろの木こどもクリニック 名古屋市緑区諸の木3-502

月～水、金　9:00～12:00、14:30～18:30

木　　　　　9:00～12:00

土　　　　　9:00～13:00

※隔離室×2室

052-878-8878

医療法人くまのまえファミリークリニック 名古屋市緑区兵庫1-411-2
月～土　　　9:00～12:00

月～水、金　16:00～19:00
052-876-3351

医療法人みみはなのど岩島クリニック 名古屋市緑区八つ松2-102 月～土　11:30～12:00 052-629-0087

みどり松川クリニック 名古屋市緑区鹿山2-40

月～水、金　8:30～12:00、15:30～19:00

木　　　　　8:30～12:00

土　　　　　8:30～12:00、14:00～16:00

052-899-3200

みやぎ内科 名古屋市緑区乗鞍1-801
月～土　　　9:00～12:00

月～水、金　16:30～17:00
052-877-1011

医療法人敬友会　丹羽内科 名古屋市緑区大高町字鶴田213

月、火、木、金　9:00～11:00、16:00～18:00

水、土　　　　　9:00～11:00

※来院前に電話にて予約をおとりください

052-624-1600

医療法人名古屋記念財団　鳴海クリニック 名古屋市緑区浦里五丁目50番地
月、水、金　15:00～17:00

火、木、土　14:00～16:00
052-626-2626

医療法人　耳鼻咽喉科　田辺クリニック 名古屋市緑区桶狭間森前2123番地
月～水、金　9:00～12:00、15:30～18:30

土　　　　　9:00~12:00、14:00～16:00
052-624-5446

広瀬内科クリニック 名古屋市緑区姥子山1-608
月～金　　8:30～12:00、15:30～19:00

土　　　　8:30～13:00
052-629-0770

徳重おかもとクリニック 名古屋市緑区乗鞍1-1304
月、火、木、金　12:00～13:00、15:30～19;30

水　　　　　　　12:00～13:00
052-878-3330

耳鼻咽喉科　きしもとクリニック 名古屋市緑区亀ヶ洞1丁目702番地
月、火、木、金　9:00～11:30、15:30～18:30

土　　　　　　　9:00～11:30、14:00～15:15
052-878-6661

しまだ耳鼻咽喉科 名古屋市緑区青山3-25

月・火・金　10:00～12:00、16:00～17:30

木　　　　　16:00～17:30

土　　　　　10:00～12:00

052-623-7177

藤田外科 名古屋市緑区境松二丁目333番地
月～水、金　  9:00～13:00、17:00～20:00

木、土　　　   9:00～13:00
052-621-4323

医療法人　あさひ滝の水クリニック 名古屋市緑区旭出二丁目626番地
月～土　　　　　 9:00～12:00

月、火、木、金　16:00～19:00
052-892-2522

医療法人　平松内科クリニック 名古屋市緑区篠の風3丁目112番
月～金　　　9:00～12:00、17:00～19:00

土　　　　　9:00～13:00
052-878-1230

宮田クリニック 名古屋市緑区有松1058
月～水、金　9:00～12:00、17:00～19:30

木、土　　　9:00～12:00
052-621-1311

うらさと内科ハートクリニック 名古屋市緑区浦里4-87
月～水、金　9:00～12:00、16:00～18:30

木、土　　　9:00～12:00
052-892-7223

ジャパン藤脳クリニック 名古屋市緑区横吹町１９１８-１

月・木・土　9:00~11:00

月～金　　　14:00～16:00

日・祝　　　なし

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-875-2235

相川みんなの診療所 名古屋市緑区相川三丁目246-2
月～金　11:00～12:00、18:00～19:00

土　　　12:00～13:00
052-875-3792

なるこ田中医院 名古屋市緑区鳴子町4-35
月火木金　9:00～11:30、17:00～18:30

土　　　　9:00～11:30
052-895-2757

山田クリニック 名古屋市緑区万場山2-101
月、水、金　9:00～12:00、15:30～18:00

火、木、土　9:00～12:00
052-891-5211

佐藤内科 名古屋市緑区滝ノ水5-315 月、火、木、金　9:00～12:00、16:00～18:00 052-892-2628

医療法人清水会　相生山病院 名古屋市緑区藤塚三丁目2704番地
月～金　9:00～12:00、14:00～16:00

土　　　9:00～12:00
052-878-3711

鬼頭医院 名古屋市緑区桶狭間2015

月～金　9:00～12:00、13:00～14:00、

　　　　17:30～19:00

土　　　9:00～12:00

052-623-2106

松山医院 名古屋市緑区鳴海町字向田251-1
月、水、金　8:30～12:00、17:00～19:00

火、木、土　8:30～12:00
052-621-0552

ひがみ内科 名古屋市緑区東神の倉3-530
月～土　　　9:00～12:00

月～水、金　17:00～19:00
052-876-2127

大同みどりクリニック 名古屋市緑区鳴海町矢切37
月～金　　　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　9:00～12:00
052-891-4157

　※　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



医療法人健侑会　さそうクリニック 名古屋市緑区有松2617  アイボリー有松2Ｆ
月～土　　　10:00～12:00

月～水、金　16:00～19:00
052-621-0340

かみさわクリニック 名古屋市緑区神沢1-2007

月、火、水、金　11:30～12:30、17:30～18:30

木　　　　　　　17:00～19:00

土　　　　　　　11:00～13:00

052-877-6647

南医療生活協同組合　総合病院南生協病院 名古屋市緑区南大高2-204

月～土　　　9:00～12:00

（受付時間8:30～11:30）

日曜、祝日　休診

052-625-0373

みどり内科クリニック 名古屋市緑区桶狭間森前1615
月～水、金　9:30～12:30、16:30～18:30

木、土　　　9:30～12:30
052-621-3320

耳鼻咽喉科　友愛クリニック 名古屋市緑区黒沢台5-1328
月、火、木、金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　　　9:00～12:00
052-879-1222

医療法人紘和会　山本内科 名古屋市緑区浦里3-163 月～水、金　9:00～12:00、16:30～19:00 052-891-1500

徳重はりがや循環器内科 名古屋市緑区徳重一丁目1415
月～土　　　9:00～12:00

月～水、金　17:00～19:00
052-838-8370

池上台K’sクリニック 名古屋市緑区池上台1-196
月、火、木、金　9:00～12:00、15:00～18:00

水、土　　　　　9:00～13:00
052-891-3181

しもざとクリニック 名古屋市緑区池上台二丁目266番地
月、火、木、金　9:00～12:00、17:00～19:00

水、土　　　　　9:00～12:00
052-891-5111

WAKA糖尿病・甲状腺クリニック
名古屋市緑区鳴海町有松裏200番地　イオンタ

ウン有松1階

火木金　11:30～12:00

水　　　15:30～16:00
052-621-1102

小出耳鼻咽喉科 名古屋市緑区滝ノ水4丁目306番地 月～土　9:00～12:00 052-895-7222

渡辺医院 名古屋市緑区鳴子町3-52-7
月～水、金　11:15～12:30、18:15～19:00

土　　　　　11:45～12:30
052-896-5571

片岡内科 名古屋市緑区鳥澄3-1713
月～水、金　9:00～12:00、17:00～19:00

木、土　　　9:00～12:00
052-622-1866

永瀬医院 名古屋市緑区潮見が丘1-52

月～金　9:00～10:30

※完全予約制です。事前にお電話でお問い合わせ下

さい。

052-891-5006

たかぎファミリークリニック 名古屋市緑区ほら貝3丁目96
月、火、水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　　　9:00～12:00、15:00～18:00
052-848-8900

平岩病院 名古屋市緑区鳴海町字相原町26 月～土　12:30～14:30 052-621-0002

もりかわファミリークリニック 名古屋市緑区水広二丁目119番

月、火、水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

木　　　　　　　9:00～12:00

土　　　　　　　9:00～13:00

052-879-6511

医療法人　野並クリニック 名古屋市緑区鳴海町字小森8-6 月～土　12:00～13:00 052-895-3322

医療法人桃蹊　ちはら小児科 名古屋市緑区姥子山五丁目709
月、火、水、金　9:00～12:00、15:00～19:00

木、土　　　　　9:00～12:00
052-625-6665

医療法人なるみ会　第一なるみ病院 名古屋市緑区細口一丁目２１０番地 月、火、水、木、金、土　9:30～11:30 052-876-8361

くすがみクリニック 名古屋市緑区姥子山4丁目102番地

月～金　　　　　9:00～12:00

月、火、木、金　16:00～19:00

土　　　　　　　9:00～13:00

052-626-8880

兼松医院 名古屋市緑区鳴子町4丁目75番地
月、火、水、金、土　9:00～12:00

月、火、水、金　　　17:00～19:00
052-896-3618

とどろきクリニック 名古屋市緑区鳴海町向田126-1

月、火、木、金　9:00～12:00、16:00～19:00

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

052-621-0807

ナラティブクリニックみどり診療所 名古屋市緑区滝ノ水１-９０８　１階
月～金　18:00～20:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-918-2448

医療法人貴優会　高橋ファミリークリニック 名古屋市緑区平子が丘１５０３ 月火金　12:00～14:00 052-622-1131

白土いとうクリニック 名古屋市緑区藤塚３-１６１９-１ 月～土　11:00～12:00 052-878-0033

医療法人　竹内クリニック 名古屋市緑区亀が洞１-１６０８

月～水、金　9:00～12:00　16:00～19:00

木　　　　　9:00～12:00

土　　　　　9:00～12:30

052-875-0122

みどり耳鼻咽喉科クリニック 名古屋市緑区境松２-４０１

月～水金　9:00～12:00、15:00～18:30

土　　　　9:00～13:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-623-3387

医療法人仁尚会　きむら内科小児科クリニッ

ク
名古屋市緑区神の倉3-10

月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

水土　　　9:00～12:00
052-876-8776

桃山こどもクリニック 名古屋市緑区梅里二丁目5-1 月火木金　9:00～12:00、16:30～18:30 052-853-9333

宮島クリニック 名古屋市緑区赤松202

月～水金　9:00～12:00、16:00～19:00

木　　　　9:00～12:00

土　　　　9:00～13:00

052-879-0500

まつもとクリニック 名古屋市緑区桶狭間神明1702
月～水金　11:00～12:00　18:00～19:00

土　　　　11:00～12:00
052-624-8600

はせがわ耳鼻咽喉科 名古屋市緑区池上台2-23
月～水金　9:00～12:00　15:30～18:00

土　　　　9:00～12:00
052-892-3300

おおだかこどもとアレルギーのクリニック 名古屋市緑区大高町下塩田37

月～金　9:00～11:45、16:00～18:20

土　　　9.:00～11:45

かかりつけ以外及び小児ともに受入可能

052-625-5469



柊みみはなのどクリニック大高駅前 名古屋市緑区大高町鶴田61　間瀬ビル１階

月、火、木、金　10:00～12:00、14:30～17:00

土　　　　　　　10:00～12:00

※かかりつけの患者に対する診療・検査に限る

052-621-3314

柊みみはなのどクリニック有松駅前
名古屋市緑区鳴海町有松裏200ウインハート有

松住宅棟（シティコーボ有松駅前）１階

月～金　10:00～12:00、14:30～17:00

土　　　10:00～12:00

※かかりつけの患者に対する診療・検査に限る

052-622-5101

おけはざまクリニック 名古屋市緑区桶狭間北3-107

月～水金　9:00～12:00、17:00～19:00

木　　　　9:00～12:00、17:30～19:00

土　　　　9:00～12:00

052-629-2300

あらき内科 名古屋市緑区大高町鶴田63-1
月・火・木・金　8:30～11:30、15:30～18:30

水・土　　　　　8:30～11:30
052-625-1677

ロイヤルベルクリニック 名古屋市緑区水広1-1715

月～土　9:00～12:30

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。

052-879-6660

こばやしファミリークリニック 名古屋市緑区桃山2ｰ5-2
月～水金　9:00～12:00、15:30～18:30

木土　　　9:00～12:00
052-875-0321

医療法人森瀬内科 名古屋市緑区平手北1-902
月～水金　9:00～12:00、17:00～19:00

木土　　　9:00～12:00
052-877-9900

ファミリーランドクリニック南大高 名古屋市緑区南大高4-1805

月水金 　9:00～12:00、14:30～15:30、

　　　　16:00～19:00

火　　　9:00～12:00、16:00～19:00

木土　　9:00～12:00

052-623-0050

千賀内科外科クリニック 名古屋市緑区大高町亀原62

月～水・金　11:30～12:00、18:30～19:00

木　　　　　11:30～12:00

土　　　　　12:30～13:00

052-621-9477

訪問クリニック大高亀原 名古屋市緑区大高町亀原48-1
月・水・金　12:30～15:30

土　　　　　13:30～16:30
052-613-9786

緑こどもクリニック 名古屋市緑区乗鞍1丁目404
月～土　　　9:00～12:00

月～水・金　16:00～19:00
052-877-0022

南医療生活協同組合　桃山診療所 名古屋市緑区桃山1丁目54番地 月～金　11:30～12:00 052-876-8880

みどり訪問クリニック
名古屋市緑区篭山1-109-1　シティコーポ小坂

南102
火～金　9:00～18:00 052-680-7030

なるみ在宅診療クリニック 名古屋市緑区鳴海町向田1-3 鳴海駅構内

月～金　9:00～10:00

※かかりつけの予約患者様のみ（在宅専門クリニッ

クのため）

050-5526-6395

中野循環器内科＆えがおこどものクリニック 名古屋市緑区相原郷1-1901

月・火・木・金　9:00～12:00、17:00～19:00

土　　　　　　　9:00～12:00

※診療時間内で電話で連絡をしてください

※内科は通院中の患者さんのみ

052-895-1777

医療法人　岡田内科クリニック 名古屋市緑区六田1-324
月～金　9:00～11:00、16:00～18:00

土　　　9:00～11:00
052-621-6666

さかざき医院 名古屋市緑区滝ノ水四丁目1501番地
月～土　　　　　9:00～11:00

月・火・木・金　16:00～18:00
052-891-1233

藤内科クリニック 名古屋市緑区桃山三丁目902-2
月・火・木～土　11:00～12:00

月・火・木・金　17:00～18:00
052-878-5100

武田ハートクリニック 名古屋市緑区熊の前1丁目117番地
月～水・金　9:00～12:00、17:00～19:00

木・土　　　9:00～12:00
052-876-1180

名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院 名古屋市緑区潮見が丘一丁目77番地

月～金　8:45～17:00

・小児病棟がないため、小児入院は対応できませ

ん。

・中等症２以上の患者等、当院での医療対応が困難

な場合は、他の医療機関へ転院搬送することがあり

ます。

052-892-1331


