沖縄県立総合精神保健福祉センター
TEL 098-888-1443
FAX 098-888-1710

精神保健福祉社会資源ガイド「こころの支援機関リスト」の追加・訂正について
冊子「こころの支援機関リスト」の発送までの間に、下記のとおり追加・訂正等がありましたので、お知らせいたします。
なお、今後訂正、追加等は可能な限り当センターホームページで掲載し、随時更新していきますのでご確認の程お願いいたします。
つきましては、追加、訂正や今後新たな情報がありましたら、上記までご連絡いただきますようお願いいたします。

こころの支援機関リスト 正誤表
P

2019年3月29日現在

誤

項目

15 はらクリニック
<地域包括支援センター>
（相談事業所）

（変更前）

追加

糸満市 地域包括支援支援センターアイリス
〒901-0361 糸満市阿波根1021
電話 098-995-8600
FAX 098-995-8700
（2019年4月より )

地域相談センター
地域相談センター
地域相談センター
地域相談センター
地域相談センター

<地域包括支援センター>
（サブセンター・ブランチ）
糸満市

（変更後）

削除 （2019年3月末にて閉院のため）

糸満市
26

正

はらクリニック

沖縄偕成園
白寿園
いとまんシャトー
西崎
社協

<（公社）認知症の人と家族の会
30
電話 0980-88-0675
「認知症の人をささえる市民の会 うつぐみの会」
<神経症>
30
「生活発見の会」
NPO法人「生活発見の会」（森田療法）沖縄集談会
<神経症>
30
「生活発見の会」
NPO法人「生活発見の会」（森田療法）沖縄夜間懇談会

削除 （2019年3月末にて終了）
削除 （

〃

）

削除 （

〃

）

削除 （

〃

）

削除 （

〃

）

電話 0980-88-6075
「生活の発見会」
「生活の発見会」
※上記は冊子配布時に添付
2019年4月19日現在

P

誤

項目

（変更前）

正

（変更後）

表紙
裏面

精神保健福祉等関係団体

追加

沖縄県精神科診療所協会
電話 098-879-3303
FAX 098-879-3309

目次

３ 指定医療機関（専門医療）

Ｐ９

Ｐ１９

3

特定医療法人 葦の会
オリブ山病院

特定医療法人

社会医療法人

13

特定医療法人 葦の会
エステルクリニック

特定医療法人

社会医療法人

めぐみクリニック

削除（2019年2月で閉院のため）

特定医療法人

社会医療法人

21 沖縄県宮古福祉事務所

宮古島市平良東仲宗根476

宮古島市平良字西里1125
（2019年4月より移転のため）

<地域包括支援センター>
25 （相談事業所）
うるま市 よなしろ

電話 098-983-0088

電話 098-987-8220

<地域包括支援センター>
25 （相談事業所）
那覇市 識名

〒902-0078
那覇市識名3-15-2 101

<地域包括支援センター>
26 （相談事業所）
宮古島市 みやこ

〒906-0012
宮古島市平良字西里144

〒906-0015
宮古島市平良字久貝706-1
（平良老人福祉センター内）

支援センター野の花

地域活動支援センター野の花

電話：03-5483-3313 10:00～16:00 （水曜・
日曜・祝日は休み ※土曜は12:00まで）
〒145-0071 東京都大田区田園調布2-9-21
http://www.al-anon.or.jp/

電話：045-642-8777
〒221-0075 横浜市神奈川区白幡上町19－13
メール：gso@al-anon.or.jp
（※ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは変更なし）

主な活動場所
北部福祉事務所（名護市）

主な活動場所
北部保健所（名護市）

ヤングテレフォンコーナー

ヤングテレホン

電話 098-862-1606

電話 098-869-8753

15 めぐみクリニック
19

29

特定医療法人 葦の会
オリブ山病院

〈精神障がい者家族会〉
南部 南城市精神療養者家族会 月桃の会

33 ＜連絡先＞・ＮＰＯ法人アラノンジャパン

37

〈ひきこもり家族会〉
北部地区 不登校・ひきこもりを考える会

〈家庭子ども・教育〉
41 ヤングテレフォンコーナー
少年サポートセンター
41

〈家庭子ども・教育〉
親子電話相談
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〒902-0077
那覇市長田1-16-7 C101
（転居のため）

2019年8月23日現在
P

誤

項目

（変更前）

正

（変更後）

5 沖縄県立精和病院

親富祖 勝巳

親富祖 勝己

7 まえはら診療内科

まえはら診療内科

削除 （閉院のため）

9 上地クリニック

上地クリニック

削除 （閉院のため）

11 精神科クリニック・精神科外来・心療内科等

モモクリニック

削除 （2019年8月末にて閉院のため）

〒901-0204
豊見城市金良58

〒901-0201
豊見城市字真玉橋290-1 201
（Ｒ１．6月より移転のため）

2019年9月11日現在

36

31

〈依存症相談機関〉
（一社）おきなわＡＳＫ（アスク）

豊見城断酒会定例会「お酒の問題を考える会」
〒901-0201
豊見城市字真玉橋290-1-201号
（一般社団法人おきなわＡＳＫ事務所内）

豊見城断酒会
豊見城南山

豊見城南山

薬物依存症

追加

南城依存症ケアセンター
〒901-1400
南城市玉城船越171-4
ＴＥＬ 070-5430-6177

薬物依存症

追加

ＰＡ＝Pills Anonymous （ピルズ・アノニマス）
処方薬依存からの回復
水曜日（オープン） 19：00～20：00

【定例会開催日】
令和元年７月３日より 毎週水曜日
19：00～21：00
問い合わせ：090-5083-1012（城間）

2020年4月15日現在

27

就労等支援
〈障害者就業・生活支援センター〉

5 精神科病院

中部地区障害者就業・生活支援センター
花灯（はなあかり）
〒904-2142
中部地区障害者就業・生活支援センター に
沖縄市登川2695 沖縄市モバイルワークプラザ1階
じ
TEL 098-989-6527・098-989-6528
FAX 098-989-6525
（R2年4月より変更）

国立大学法人 琉球大学
琉球大学医学部附属病院

国立大学法人 琉球大学
琉球大学病院
〒903-0215
西原町字上原207
TEL 098-895-3331
FAX 098-895-1419
（R2年4月より変更）

精神科クリニック・精神科外来・心療内科等

2020年9月15日現在
まかび 心のクリニック （院長 塚田 淳也）
〒902-0068 那覇市真嘉比1-7-1 テンズまかび４階
TEL 098-884-7800
【診療曜日・時間】
月・火・水・金 9:00～12:00/14:00～17:00
土曜日
9:00～12:30
＊木曜日・土曜日の午後・日曜日・祝祭日は休診

追加

（2019年9月1日 開院）

精神科クリニック・精神科外来・心療内科等

イルカこころのクリニック
〒902-0064 那覇市寄宮154-7 玉元ビル202
TEL 098-835-1413
【診療科目】
精神科・心療内科・内科
【診療曜日・時間】
火・水・木・金 9:00～12:30/13:30～18:00
土曜日
9:00～12:30/13:30～16:00
＊月曜日・日曜日・祝祭日は休診

追加

（2019年7月1日 開院）

精神科クリニック・精神科外来・心療内科等

1 玉木病院

追加

いしかわ脳とこころの診療所
〒904-1106 うるま市石川2-1-7 石川中央団地店舗103
TEL 098-965-5777
【診療科目】
認知症、不眠症、気分障害（うつ病・躁うつ病など）、
神経症（パニック障害・強迫性障害など）、
統合失調症
【診療曜日・時間】
月・金 9:00～13:00/14:00～18:00
木曜日 9:00～13:00/14:00～20:00
＊日曜日・祝祭日は休診
（2019年7月1日 開院）

玉木病院

削除 （2021年1月末にて閉院のため）
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