
令和 4年度 HIV・性感染症検査のお知らせ 
＜令和４年４月１日時点＞ 

 

◆祝祭日など、検査日が変更・休止となる場合があります。検査の相談は各保健センター、名古屋市感染症

対策室（TEL：９７２－２６３１、E-mail：a2631@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp）までご連絡くだ

さい。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来場の際には、マスクの着用等の感染対策をお願いいた

します。なお、体調がすぐれない場合は、検査をお断りする場合があります。受検者の数が多い場合は、密

集を避けるため、検査をお断りすることがあります。 
 

□ 平日昼間検査(HIV・性感染症検査)  無料・匿名・一部要予約・一部即日検査 
保健 

センター 
曜日 受 付 時 間 検  査  項  目 電話番号 備考 

千種 毎週月曜  ９：３０ ～ １０：15 HIV・梅毒 即日検査 753-1982 
要予約・定員 15 名 

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ有 

東 第３火曜 １４：００ ～ １５：００ HIV・梅毒・性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 934-1218  

北 第4木曜 １３：３０ ～ １４：３０ HIV・梅毒・性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 917-6552 定員10 名 

西 第２月曜  ９：３０ ～ １０：３０ HIV・梅毒・性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 523-4618  

中村 毎週水曜  ９：００ ～  9：４５ HIV・梅毒 即日検査 481-2295 
要予約・定員 15 名 

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ有 

中 毎週火曜 １３：４５ ～ １4：３０ HIV・梅毒 即日検査 265-2262 
要予約・定員 20 名 

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ有 

昭和 第４金曜  ９：３０ ～ １０：３０ HIV・梅毒・性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 735-3964  

瑞穂 第１木曜  ９：３０ ～ １０：３０ HIV・梅毒・性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 837-3264  

熱田 第１火曜  ９：３０ ～ １０：３０ HIV・梅毒・性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 683-9683  

中川 第３月曜  ９：３０ ～ １０：３０ HIV・梅毒・性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 363-4463  

港 第２木曜  ９：３０ ～ １０：３０ HIV・梅毒・性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 651-6537  

南 第１月曜 １０：００ ～ １１：００ HIV・梅毒・性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 614-2814  

守山 第２金曜 １０：００ ～ １１：００ HIV・梅毒・性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 796-4623  

緑 第２木曜 １０：００ ～ １１：００ HIV・梅毒・性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 891-3623  

名東 第３金曜  ９：３０ ～ １０：３０ HIV・梅毒・性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 778-3114  

天白 第４木曜  ９：００ ～ １０：００ HIV・梅毒・性器ｸﾗﾐｼﾞｱ 807-3912  

 

□ 平日夜間検査(HIV検査のみ) 無料・匿名・要予約・即日検査 

千種 第２金曜 １８：００～19：００ 

要予約 

千種：20名、中：30名 

○カウンセラーによるカウンセリングが受けられます。 
○該当日が祝日、年末・年始等の閉庁日にあたる場合は
検査を実施しません。 中 第３木曜 

 

  
平日昼間：https://www.hiv-stiguide.city.nagoya.jp/schedule/hiv-tests-daytime/ 

平日夜間：https://www.hiv-stiguide.city.nagoya.jp/schedule/hiv-tests-weeknight/ 

または、左右の二次元コードから電子申請サービスにアクセスして予約をしてください。 

予約期間：検査日の１0日前～検査日の２開庁日前 

「なごやHIV・性感染症ガイド」→ 

最新の検査日程については、 

「なごやHIV・性感染症ガイド」をご覧ください。 

URL： https://www.hiv-stiguide.city.nagoya.jp/ 

 

平日 

夜間 
平日 

昼間 

一部の保健センターの予約方法 



□ 土日検査(HIV・梅毒検査) 無料・匿名。要予約。即日検査 

会場 

土曜日：一般財団法人 公衆保健協会  

名古屋市中村区黄金通二丁目 45番地2 

日曜日：ナディアパーク デザインセンタービル9階 名古屋市青少年文化センター研修室 

名古屋市中区栄3-18-1 
(8月のみ日曜日の会場が同ビル6階 国際ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰとなります。) 

実施日 
毎月第１、第３土曜日 

毎月第2、第4日曜日 

予約 

〇予約受付期間 検査日の30日前～検査日の２日前 
〇予約時に「予約番号」が割り振られます。検査当日、受付で予約番号をお知らせください。 
1. 予約専用サイト（24時間、スマートフォン、タブレット（iOS、アンドロイド）のみ対応。） 
土曜日：http://www.e-reservation.jp/mobile/doyobikensa/ 
日曜日：http://www.e-reservation.jp/mobile/nagoyashikensa/ 
 
 
 
 

２．電話（月曜日～金曜日：午前８時30分～午後５時30分） 
・一般財団法人 公衆保健協会（0120-927-953） 

その他 ○検査結果は、原則、当日のみのお知らせ（即日検査の結果が判定保留となった場合を除く） 

 
□ 検査の流れ 
○即日検査の場合（希望者の方には専門カウンセラーによるカウンセリングが受けられます。） 

受付→アンケート記入→事前の説明→採血→1時間程度の待ち時間→陰性かどうかの通知 

（陰性かどうかの判定ができなかった場合は・・・） 
→1週間後に再度来所→陽性か陰性かの通知 

○通常検査（即日検査以外の検査）の場合 

受付→アンケート記入→事前の説明→採血・採尿→1週間後に再度来所→陽性か陰性かの通知 

各保健センターへの交通案内 
千種保健センター 東保健センター 北保健センター 西保健センター 

・地下鉄東山線「池下｣駅下車 
南へ徒歩３分 

・市バス｢池下｣下車徒歩すぐ  
※千種区役所と合同庁舎 

・市バス｢東区役所｣下車徒
歩すぐ 

※東区役所と合同庁舎 

・地下鉄名城線｢黒川｣駅下車  
１番出口より南へ徒歩５分  

・市バス｢北区役所｣下車徒歩すぐ  
※北区役所と合同庁舎 

・地下鉄鶴舞線｢浄心｣駅下
車４番出口より徒歩３分 

・市バス｢西区役所｣下車徒歩２分 
※西区役所と合同庁舎 

中村保健センター 中保健センター 昭和保健センター 瑞穂保健センター 
・地下鉄東山線｢中村日赤｣駅
下車 南へ徒歩６分 

・地下鉄東山線・名城線
｢栄」駅下車 12 番出口
より東へ徒歩すぐ 

・市バス｢栄｣下車、徒歩 3 分 
※中区役所と合同庁舎 

・地下鉄鶴舞線・桜通線｢御
器所｣駅下車 8 番出口よ
り直通 

・市バス｢御器所通｣下車徒歩すぐ  
※昭和区役所と合同庁舎 

・地下鉄名城線｢瑞穂運動
場東」駅下車徒歩 12 分
又は｢総合リハビリセン
ター｣駅下車徒歩15 分 

・市バス｢瑞穂保健センター｣下車徒歩すぐ  

熱田保健センター 中川保健センター 港保健センター 南保健センター 
・地下鉄名城線｢神宮西｣駅
下
車 2 番出口より東へ徒歩 5 分 

・JR｢熱田駅｣下車徒歩すぐ 
※熱田区役所と合同庁舎 

・地下鉄東山線｢高畑｣駅下車 
3 番出口より北東へ徒歩５分  

・市バス｢地下鉄高畑｣下車徒歩 3 分 
※中川区役所と合同庁舎 

・地下鉄名港線｢港区役所｣
駅下車 2 番出口より南
へ徒歩５分 

・市バス｢港郵便局｣下車徒歩すぐ  

・ＪＲ｢笠寺｣駅下車 北西
へ徒歩5 分 

・市バス｢笠寺駅｣下車徒歩 5 分 

守山保健センター 緑保健センター 名東保健センター 天白保健センター 
・名鉄瀬戸線｢小幡｣駅下車 
北へ徒歩４分 

・市バス｢守山区役所｣下車徒歩 2 分 
※守山区役所と合同庁舎 

・市バス｢緑保健センター｣
下車 徒歩２分 

・地下鉄東山線｢本郷｣駅下
車 北西へ徒歩３分 

※名東区役所と合同庁舎 

・市バス｢島田｣下車北へ徒
歩5 分 

・市バス｢坂海戸｣下車徒歩 3 分 
※天白区役所と合同庁舎 

※交通機関は経路等の改編がありますのでご留意ください。 

 

（受付時間）１４：００～１６：００ 

日曜日HIV検査の 
予約はこちら➡ 

土曜日HIV検査の 
予約はこちら➡ 

http://#
http://#

