診療・検査医療機関
※

知多

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。
2022.7.25現在
保健所名

医療機関名

住所

晴クリニック

常滑市飛香台7-2-5

こいえ内科

常滑市塩田町5-145

村川医院

常滑市矢田字戸井田22-1

常滑いきいきクリニック

常滑市陶郷町4-1

伊藤クリニック

常滑市市場町1丁目45番地

医療法人

常滑市大野町10-72

安富医院

本郷安冨クリニック

診療・検査対応時間

メディカルスクエア常滑

9:00～12:00

月、火、木、金

15:30～18:30

月～土

11:30～12:30

月～水、金

18:30～19:30

月～木

11:00～12:00､17:30～18:30

金

11:00～12:00

月～土

9:00～11:30

月～水金

16:00～18:30

月～土

12:00～13:00

月～水、金

18:30～19:30

月～金

常滑市本郷町1-407

常滑市民病院

常滑市飛香台3丁目3番地の３

中村クリニック

常滑市奥条4-88

瀧田医院分院

常滑市陶郷町1-8-1

瀧田医院

常滑市栄町1-112

きほくクリニック

月～土

常滑市西之口１０丁目７３番地３

9:00～12:00

月～土

9:00～12:00

月、火、金

15:00～18:00

水

15:00～20:00

日～土

8:30～11:30

月～土

8:30～12:00

月、火、木、金

15:30～19:00

月～土

9:00~12:30

月～土

9:00～12:30

月～金

17:30～19:30

月、水～金

11:30～12:30

月、火、木、金

18:00～19:00

土

12:00～13:00

電話番号
0569-34-7667
0569-34-8470
0569-42-2320
0569-36-1122
0569-35-2133
0569-42-0026
0569-42-3030
0569-35-3170
0569-36-0063
0569-36-2111
0569-35-2041

0569-43-3737

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
鷹津内科小児科

常滑市虹の丘7-10

とこなめ横井クリニック

常滑市飛香台4-1-7

ひだ小児科医院

常滑市字乙田29-1

とこなめ耳鼻咽喉科クリニック

常滑市錦町4丁目502番地

竹内内科小児科

常滑市西之口8-6

加藤耳鼻咽喉科

常滑市大野町9-130

あさくらクリニック

東海市加木屋町大堀18-1

石橋クリニック

KaKo MEDICAL life CLINIC

かとう内科こどもクリニック

こいで内科医院

東海市大田町替地4-1

東海市富木島町前田面44-3

月～土

11:00～12:00

月～水金

16:00～17:00

月～水金

9:00～12:00、15:30～18:30

土

9:00～13:00

月～水金

9:00～12:00、16:30～18:30

土

9:00～13:00

月、水

11:00～12:00

月、水、金

18:00～19:00

月～土

9:00～12:00

月、火、水、金

16:30～19:00

月～土

9:00～12:00

月、火、水、金

16:00～19:00

月、火、木、金

9:00～12:00、15:30～18:30

土

9:00～13:00

月、火、木、金

11:30～12:30、18:30～19:30

水

11:00～12:00

土

12:00～13:00

月～土

11:00～11:30

月～水、金

12:00～13:00、17:00～17:30、
18:00～19:00

東海市加木屋町辻ヶ花173

東海市加木屋町倉池167-2

木、土

12:00～13:30

月～水、金

8:30～12:00，16:30～19:00

木、土

8:30～12:00

月、火、木、金

9:00～12:00、16:00～18:00

水、土

9:00～12:00

0569-34-6655
0569-35-7810
0569-36-2800
0569-36-3341
0569-42-1183
0569-42-0007
0562-31-3101

0562-36-1101

052-602-1776

0562-36-2805

0562-31-1650

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
こじま内科

東海市名和町蓮池15

じんのクリニック

東海市荒尾町寿鎌98

みわホームクリニック

東海市大田町蟹田126
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月～水、金

10:30～12:00、17:30～19:00

木、土

10:30～12:00

月、火、木、金

11:00～12:00、18:00～19:00

土

11:00～12:00

月～土

9:00～12:00

月、火、木、金

16:00～19:00

052-603-2633
052-603-3550
0562-32-0030

※

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。
2022.7.25現在
保健所名

医療機関名

住所

のばたクリニック

東海市養父町3-4

早川医院

東海市荒尾町外山72

耳鼻咽喉科

宮澤クリニック

吉田医院

診療・検査対応時間

東海市荒尾町山王11
東海市高横須賀町西屋敷2-1

社会医療法人宏潤会

中央クリニック

東海クリニック

東海市東海町5-3
東海市大田町汐田10

さんのうメディカルクリニック

月、火、木、金

9:00～12:00、16:00～18:00

水、土

9:00～12:00

月～金

9:00～12:00、17:00～19:00

土

9:00～12:00

月、火、木、金

9:00～12:00、15:30～17:30

土

9:00～12:00

月木土

8:30～11:30

火水金

8:30～11:30、16:30～19:00

月～金

10:30～11:30、14:30～15:30

月～土

9:00～23:00

当院のかかりつけ透析患者のみの対応となります。

東海市荒尾町山王前168

月、火、木、土

9:00～12:00、16:00～19:00

水、土

9:00～12:00

電話番号
0562-32-1996
052-603-9800
052-604-0313
0562-33-0566
052-603-7310
0562-33-1331

052-601-7715

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
小川糖尿病内科クリニック

久保田医院

東海市富木島町新石根84-1

東海市東海町3-7-20

月～水、金

10:45～12:15、17:45～18:45

木、土

10:45～12:15

月、火、木、金、土

11:00～12:00

月、金

17:30～18:30

052-604-8080

052-603-4515

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
如来山内科・外科クリニック

加木屋脳神経内科クリニック

東海市富貴ノ台2-165

東海市加木屋町大堀20-1

月、火、木、金

9:00～12:00、16:00～18:00

水、土

9:00～12:00

月～水、金

9:00～12:00、16:00～18:01

土

9:00～12:00

052-689-0900

0562-31-7200

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

公立西知多総合病院

加南クリニック

東海市中ノ池三丁目１番地の１

東海市加木屋町南鹿持46

月～金

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
月火水金

11:00～12:00 18:00～19:00

木土

11:00～12:00

0562-33-5500

0562-31-3500

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

もしもしこどもクリニック

東海市荒尾町向屋敷94

月～水、金

9:00～12:00

土

9:00～12:00

16:00～18:00
052-602-0300

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
池田耳鼻咽喉科

東海市大田町後田203-5

もたい耳鼻咽喉科

東海市富木島町伏見2丁目14-11

クリスタルファミリークリニック

東海市加木屋町真崎79-１

月火水金

9:30～12:00、15:30～18:00

土

9:30～11:30、14:00～14:30

月~水、金

10:00～12:00、15:00～19:00

土

9:30～13:30

月火木金土

9:30～12:00

月火木金

14:30～17:00

0562-33-2933
052-603-0303

0562-31-1881

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
なかむら耳鼻科クリニック

東海市荒尾町後山28

なわファミリークリニック

東海市名和町細田8-1

やすいこどもとアレルギーのクリニック

知多

糖尿病・甲状腺
中村耳鼻咽喉科

加木屋たけうち内科

月～水金

9:00～12:00、15:00～18:30

土

9:00～12:00、14:00～16:00

月～金

8:30～11:30

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

東海市荒尾町二本木75

東海市加木屋町1丁目129番地
大府市半月町2丁目1-1
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月、木

9:00～12:00 15:00～18:00

火、金

9:00～12:00 14:00～18:00

土

9:00～13:00

月・火・水・金

11:30～12:30、16:00～17:00

土

15:00～16:00

月、火、木、金

15:00～17:00

土

9:00～11：00

052-689-3387

052-689-0777

052-618-7071

0562-57-8081
0562-48-8739

※

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。
知多
2022.7.25現在
保健所名

医療機関名

住所

みどりの森クリニック

大府市江端町5-174

加藤内科胃腸科

大府市中央町6丁目91番地

いみずクリニック

診療・検査対応時間

大府市長根町一丁目83-3

鷹羽外科医院

大府市明成町1丁目327番地

月～土

9:00～12:00

月、火、木、金

15:30～18:00

月・火・水・金

12:00～13:00 19:30～20:30

木・土

11:30～13:30

月、金

11:00～12:00

木

11:15～12:15

水

16:00～17:00

月～土

9:00～12:00

月、火、木、金

16:00～19:00

電話番号
0562-46-1580
0562-46-8900

0562-47-0132

0562-47-4111

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
丘の上たなか耳鼻咽喉科

大府市横根町狐山128-3

月～水、金、土

11:30～13:30

0562-45-4411

車中待機のため、原則、車来院者のみ。車待機でき
柊ヒルズ内科クリニック

大府市柊山町7丁目50

ない方は、外で待っていただくことになります。診 0562-44-8188
療時間は直接病院にお問い合わせ下さい。

ペンギンこどもクリニック

大府市共西町4-391-2

久野内科医院

大府市北崎町内田面26

村瀬医院

大府市中央町2-100

はやかわ耳鼻咽喉科クリニック

大府市東新町二丁目140番地

みやはら医院

大府市森岡町1-188

大府ファミリークリニック

大府市柊山町1-3

つかむら医院

大府市東新町二丁目258番地

月、水～土

9:00～12:00

月、水～金

15:00～18:00

月～土

9:00～12:00

月、火、木、金

16:30～19:00

月～土

9:00～12:00

月～水、金

16:00～19:00

月火木金

9:30～12:30、15:30～19:00

土

9:30~12:30

月～土

11:00～11:45

月～水、金

17:00～18:00

月～土

9:00～12:00

月～水、金

16:30～18:30

月～金

12:00～12:30

月～水、金

18:30～19:00

0562-48-7700
0562-48-4061
0562-46-2012
0562-47-1187
0562-44-6711
0562-48-6661

0562-48-0088

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている

おくむら内科眼科クリニック

医療法人敬寿会

やすい内科

国立長寿医療研究センター

河野小児科内科

大府市森岡町5-11

大府市桜木町二丁目192番地

大府市森岡町七丁目４３０番地

大府市森岡町2-398

月火木金

9:00～12:00、16:00～19:00

水

16:00～19:00

土

9:00～12:00

月～土

11:30～12:30

月～水、金

18:30～19:30

9:00-16:00
かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
月～土

9:00～12:00

月、火、水、金

16:00～19:00

0562-48-0123

0562-44-6521

0562-46-2311

0562-48-7787

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
早川クリニック
医療法人慧成会

大府市東新町２-１４０
産院いしがせの森

みつばクリニック

柊みみはなのどクリニック

２階

大府市森岡町1-193

月、木

12:00～13:00、18:30～19:30

火、水、金、土

9:00～9:30、12:00～13:00

月～土

大府市共栄町6-475

大府市柊山町3-315

13:00~15:00

月火木金

9:00～12:00、16:00～19:00

水土

9:00～12:009:00～12:30

月火木

9:30～12:30、14:30～18:30

金

9:30～12:30

土

9:00～13:00

せんだ内科・外科クリニック

大府市長草町田面160-1

月～水金

医療法人共和会共和病院

大府市梶田町2-123

月～金

ひこさかクリニック

大府市共西町1-344

11:30～12:00、18:30～19:00
8:30～11:30

月～土

9:00～12:00

月火木金

16:00～19:00

0562-47-0993
0562-44-4131
0562-44-0008

0562-46-3341
0562-46-1003
0562-46-2222

0562-46-8055

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
前原整形外科リハビリテーションクリニック

大府市北崎町5-55
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月～金

9:00～12:00、17:30～20:00

土

9:00～12:00

0562-44-5505

※

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。
2022.7.25現在
保健所名

医療機関名
児玉クリニック

住所

診療・検査対応時間

医療法人敬寿会

大府市若草町2-102
診療所大府

いまむらクリニック
医療法人社団明照会

大府市吉川町1-55
大府市共和町７丁目６８番３号

大府あおぞら有床クリ

ニック

月火木金

9:00～12:00、15:00～18:00

水土

9:00～12:00

月火水金

11:00～12:00、17:30～18:30

木土

11:00～12:00

月～土

9:00～12:00

月～水、金

15:30～18:30

月～金
大府市吉田町半ノ木45-1

17:00～19:00

大府市明成町2-280-1

月火木金

田中整形外科クリニック

大府市長草町山口57-2

月～金

いきいき在宅クリニック

大府市森岡町六丁目77番地1

月、水、金

10:00～12:00

医療法人寺田会

大府市横根町名高山24

月～水、金

9:00～12:00、16:00～19:00

木、土

9:00～12:00

12:00～13:00、19:00～20:00
12:00～12:30

清水ヶ丘整形外科

知多市清水が丘2丁目905番地

月～金

内山クリニック

知多市寺本新町1-122

月～水、金、土

知多耳鼻咽喉科クリニック

知多市にしの台4丁目13-14

知多市大草字大瀬117-1

9:00~11:00
9:00～12:50

月～水、金

11:00～12:00、15:30～16:30

土

12:00～13:00

月～土

8:30～9:00

月水金

18:00～18:30

木

15:30～18:30
12:00～13:05

竹内クリニック

知多市新知西町9-1

水、木

安藤医院

知多市岡田字向田53-1

月～水、金、土

梅が丘クリニック

知多市新知字笠取29-1

月～水、金

13:30～15:30

岡田クリニック

知多市つつじが丘3-4-3

月～土

9:00～12:00

月、水、金

17:00～19:00

東海知多クリニック

知多市日長字城見坂8-1

0562-46-7770
0562-45-5565

0562-85-1510

9:00～12:00

めいせい志賀クリニック

オーシャンキッズクリニック

0562-48-8567

9:00～12:00、13:00～17:00、

土

てらだ内科クリニック

電話番号

10:30～11:30、17:30～18:30

月水金

9:00～23:00

火木土

9:00～16:00

0562-45-5959
0562-47-1181
0562-85-9879
0562-57-3900
0562-33-8222
0562-33-0652
0562-54-1777

0569-89-0627
0562-56-2680
0562-55-3010
0562-54-0008
0562-55-6724

0569-44-1111

当院のかかりつけ透析患者のみの対応となります。
月～水、金

竹内医院

知多市八幡字半田道21

サザンクリニックコーストサテライト

知多市大草字大瀬117-3番地

平クリニック

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

知多市旭３丁目100

月～土

12:00～13:00

月、水、金

15:00～17:00

火、木、土

14:00～16:00

0562-34-1991
0569-43-8521

0569-43-8700

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
柳澤クリニック

つつじヶ丘こどもクリニック

クリニックひらまつ

知多市にしの台１丁目2606番地

知多市つつじが丘4-23-3

知多市岡田字越地7-15

月～土

9:00～12:00

月～水、金

16:00～19:00

月～水、金、土

11:30～12:30、

月、水、金

17:30～18:30

火

15:00～16:00

月～水、金

12:00～13:00、18:00~19:00

木

12:00～13:00

0562-56-3000

0562-55-0111

0562-55-1101

かかりつけの患者に対する診療・検査に限っている
中井内科クリニック

知多市日長字神山畔123-1

いぜき内科クリニック

知多市巽ヶ丘2-157

月火金
月～土

11:30～12:30

月火水金

17:30～18:30

月、水
知多小嶋記念病院

知多市新知字永井２番地の１

0569-42-0200
0562-34-0088

14:45～15:15

かかりつけで入院を要する患者のみの対応となりま 0562-54-2333
す。
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18:30～19:30

