
外来対応医療機関 名古屋市天白区

医療機関名 住所 診療・検査
対応時間 電話番号

天白橋内科内視鏡クリニック 名古屋市天白区原一丁目102
月～水、金、土　8:30～12:00

月～水、金　　　16:00～19:00
052-808-7201

青木内科 名古屋市天白区中砂町534
月～金　　　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　9:00～12:00
052-836-5741

医療法人悠仁会　おおみ内科 名古屋市天白区平針南4丁目1202番地
月、火、水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　　　9:00～12:00
052-803-0031

医療法人　あいち診療会　あいち診療所野並 名古屋市天白区福池2丁目330-2
月～土　　　　　9:00～12:00

月、火、木、金　16:00～19:00
052-895-6637

すずき内科クリニック 名古屋市天白区植田東3-1103
月～土　　　　　8:45～12:00

月、火、木、金　16:30～19:00
052-806-7700

表山クリニック 名古屋市天白区表山1丁目1760

月～土　　　  9:00～12:00

月、火、木、金（火曜は6時間稼働しているが対応

できる時間は月木金と同じとのこと）

　　　　　　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

052-835-0281

平針記念クリニック
名古屋市天白区天白町大字平針字大根ヶ越199

番地
月～土　　　15:00～17:00 052-800-1300

こばやし耳鼻科 名古屋市天白区井口1-1510

月~水、金　 9:00～12:30、16:00～19:00

木　　　　　9:00～12:30

土　　　　　9:00～12:30、14:00～16:00

052-804-8833

ＭＡクリニック 名古屋市天白区焼山1-502-1
月、火、木、金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　　　9:00～14:00
052-809-2210

しまだ中央クリニック 名古屋市天白区保呂町1708-2
月、火、木、金　9:00～12:30、16:30～19:00

水、土　　　　　9:00～12:30
052-809-2561

太田内科クリニック 名古屋市天白区向が丘2-1407
月～水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

木、土　　　9:00～12:00
052-801-3955

医療法人　いさじ医院 名古屋市天白区八幡山1413

月～水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

木　　　　　9:00～12:00

土　　　　　9:00～13:00

052-835-1323

医療法人　松川クリニック 名古屋市天白区土原四丁目404

月～水、金、土　9:00～13:00

木　　　　　　　9:00～12:00

月～水、金　　　15:30～19:00

土　　　　　　　14:30～17:30

052-801-0311

掛川クリニック 名古屋市天白区八事天道917-3
月、火、木、金　9:00～12:00、16:00～19:00

水、土　　　　　9:00～12:00
052-861-7801

医療法人　うえだ耳鼻科クリニック 名古屋市天白区元植田2-2408-1

月～水、金、土　12:00~13:30

月～水、金　　　19:00~20:30

土　　　　　　　16:00~17:30

052-800-3314

ばんのクリニック 名古屋市天白区島田黒石710-1

月、火、木、金　9:00～12:00、16:00～19:00

水　　　　　　　9:00～12:00

土　　　　　　　9:00～13:00

（上記の時間に予約時間を指定します。当院に診療

時間内に電話で予約とる。）

052-800-3066

平針原クリニック 名古屋市天白区原3-803 月～土　　　8:30～11:30 052-804-0311

医療法人　あだちクリニック 名古屋市天白区八事山220

月～土　　　　　11:45～12:15

月、火、木、金　17:45～18:15

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

052-831-9762

社会医療法人名古屋記念財団　新生会第一病

院
名古屋市天白区高宮町1302 月、火、木、金　14:00～16:00 052-808-2100

社会福祉法人新生会附属診療所 名古屋市天白区八幡山746-1
月～金　　　9:00～11:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-836-6022

名古屋記念病院 名古屋市天白区平針四丁目305番地

月～金（祝祭日除く）

　9:00～12:00、13:00～17:00

＊患者受付は16:00までとなります

＊紹介状がない時の初診時選定療養費が必要です

052-804-1111

医療法人　くずしまクリニック 名古屋市天白区原4-1903

月～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

052-802-0111

医療法人春陽会　サクラクリニック 名古屋市天白区一つ山2-6

月～金　　　11:00～13:30

土　　　　    11:30～14:00

月、火、金　18:30～20:00

水　　　　　19:00～20:30

052-801-3931

木村耳鼻咽喉科 名古屋市天白区元八事1-43 月～水、金　9:00～12:30、16:00～19:00 052-837-0758

　※　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



さのすこやかクリニック 名古屋市天白区元植田2-1601
月～水、金　8:30～12:00、15:45～19:00

土　　　　　8:30～12:30
052-800-7755

天白宮田クリニック 名古屋市天白区一本松2-1102
月～水、金　9:00～12:00、16:30～19:00

木・土　　　9:00～12:00
052-802-3311

とだ耳鼻咽喉科 名古屋市天白区菅田1-2610
月・火・木・金　10:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　　　10:00～13:00
052-800-3325

平針団地診療所 名古屋市天白区平針南1丁目214
月～金　11:00～12:00、18:00～20:00

土　　　9:00～12:00
052-801-4355

さとう内科循環器内科クリニック 名古屋市天白区原2-805
月～土　　　　　9:00～12:00

月、火、木、金　16:30～19:30
052-800-8100

医療法人育心会　てらしま医院 名古屋市天白区植田南3-111　エクセル植田1F
月～土　9:00～12:00

月、火、木、金　16:00～19:00
052-805-8282

医療法人玲生会　にん内科 名古屋市天白区植田西1-409
月、火、木、金　12:00～14:00、18:00～20:00

水、土　　　　　12:00～14:00
052-801-7110

医療法人　まちのオハナ　マーガレットクリ

ニック
名古屋市天白区平針1-1907 ほっと平針2B 月～金　9:00～12:00 052-838-6688

医療法人すまいる　クリニックそれいゆ 名古屋市天白区土原1-169
月～金　9:00～12:00、16:00～19:30

土　　　9:00～13:00
052-802-6111

植田西クリニック 名古屋市天白区植田西2-804
月～土　9:00～12:00

月～金　16:00～19:00
052-680-7220

梅が丘内科とアレルギーのクリニック 名古屋市天白区梅が丘5丁目2603番地

月～水、金　8:30～12:00、16:30～19:00

木　　　　　8:30～12:00

土　　　　　8:30～12:00　14:00～17:00

（診療時間内、駐車場にて対応）

052-800-4680

あおきクリニック 名古屋市天白区植田山5-126-1
月～水、金　9:30～11:30、16:30～18:30

土　　　　　9:30～11:30
052-837-7555

すずきクリニック耳鼻咽喉科 名古屋市天白区原4丁目802

月、火、水、金　8:45～12:00　15:00～18:30

土　　　　　　　8:45～13:00

受入患者を限定しない

052-806-3317

はやたクリニック
名古屋市天白区植田3-1603　名鉄交通植田ビル

１F

月、火、水、金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　　　　9:00～12:00

※診療時間内に電話予約必要

052-838-5585

はま内科・神経内科クリニック 名古屋市天白区原一丁目409番地
月、火、水、金　8:30～12:00、16:30～19:00

木、土　　　　　8:30～12:00
052-800-2200

医療法人岩山小児科 名古屋市天白区福池２-２４

月～金　11:00～12:00、18:00～19:00

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

052-896-2080

あんどうこどもクリニック 名古屋市天白区平針台１-１０１３
月～土　　　　　9:00～12:00

月・火・木・金　16:00～19:00
052-800-2400

こうのすクリニック 名古屋市天白区焼山２-２０６
月火木金　9:00～12:00  15:30～18:30

水土　　　9:00～12:00
052-800-1332

はせがわクリニック　内科・消化器内科・皮

膚科
名古屋市天白区高宮町1308

月火木金土　12:00～16:00

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
052-800-3711

せんだ・クリニック 名古屋市天白区元植田2-2314-1
月火木金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　9:00～12:00
052-847-2022

ごうホームクリニック 名古屋市天白区原1-1410サンモール原103 月～金　9:00～12:00 052-803-5005

おかもとファミリークリニック 名古屋市天白区池場3-517
月火水金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　　9:00～12:00、14:00～17:00
052-806-4800

医療法人並木会　並木病院 名古屋市天白区荒池2-1101
月～金　9:00～12:00、13:00～16:00

土　　　9:00～11:00
052-848-2000

あおいろ耳鼻咽喉科 名古屋市天白区島田3-405
月火木金　9:00～12:00、15:00～18:30

土　　　　9:00～13:00
052-847-7510

名古屋市医師会天白区休日急病診療所 名古屋市天白区池場2-2403
日祝　9:30～12:00、13:00～16:30

※年末年始（12/29～1/3も診察します）
052-801-0599

塩釜口こころクリニック 名古屋市天白区塩釜口1-851　ドミール八事1階
月～水・金　12:30～13:30

土　　　　　15:00～15:30
052-831-0011

竹内外科内科クリニック 名古屋市天白区土原4丁目627番地
月～水・金　9:00～12:00、16:30～19:30

木・土　　　9:00～12:00
052-802-7613

ちどり在宅クリニック 名古屋市天白区平針2-1009　平針ビル303
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
052-853-9084

医療法人　安江内科クリニック 名古屋市天白区大根町370
月～水・金　9:00～12:30、16:00～19:30

土　　　　　9:00～12:30
052-848-1788

イルマーレレディースクリニック 名古屋市天白区島田4-2904

月・火・木・金　9:00～12:00、16:00～19:00

水　　　　　　　9:00～12:00

土　　　　　　　9:00～13:00

052-801-5252

浅野内科クリニック 名古屋市天白区植田3-1303 サンピア植田1階

月・火・木・金　9:00～12:00、16:30～19:00

水・土　　　　　9:00～12:00

※診療時間内に電話で予約が必要

052-804-5130

伊奈クリニック 名古屋市天白区平針3-111 名東ビル2階
月・火・木・金　9:00～12:00、16:00～18:30

水・土　　　　　9:00～12:00
052-808-1717



一ツ山クリニック 名古屋市天白区山根町333

月・金　　　　　9:00～12:00、16:30～18:30

火・水・木・土　9:00～12:00

（電話予約必要）

052-805-3611

耳鼻咽喉科めぐみクリニック 名古屋市天白区中平4-204
月・火・木・金　9:00～12:00、16:00～18:00

土　　　　　　　9:00～13:00
052-801-0888

ごとう内科クリニック 名古屋市天白区福池二丁目291番地
月～金　9:00～12:00、16:00～19:00

土　　　9:00～12:00
052-893-0510

天白たかさかの森クリニック 名古屋市天白区高坂町88-1

月～水・金　8:45～12:15、14:00～18:30

土　　　　　8:45～13:00

※祝日のある週のみ木曜診療あり

　8:45～12:15、14:00～18:30

052-800-8808

久方クリニック 名古屋市天白区久方2-8 月～水・金　11:30～13:00、15:00～16:00 052-806-1500

医療法人資生会　八事病院 名古屋市天白区塩釜口一丁目403番地
月・水・木・金　9:00～11:30

※自院かかりつけ患者のみ。
052-832-2111

医療法人　松田内科クリニック 名古屋市天白区元植田1-3002
月、火、木、金　8:45～12:00、15:45～19:00

土　　　　　　　8:45～12:00
052-847-0330


