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

　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 2022年11月1日現在

P 誤　　（変更前） 正　　（変更後）

開設科　診療曜日
＊脳神経内科：月曜日　午後
　　　　　　　　　　火曜日　午前

＊脳神経内科：月曜日　午後
　　　　　　　　　　水曜日　午前

対応可能な領域等 空欄

発達障害（成人・児童）、不登校、ひきこもり、児童
期全般、思春期全般、更年期障害、摂食障害、身
体合併症、訪問診療、院内家族会、心理検査の欄
に〇
発達障害は、児童（中学生まで）

34 ＜その他＞ 名称 沖縄県断酒志茂田会 南國断酒志茂田会

※上記は冊子配布時に添付

2022年11月15日現在

P 誤　　（変更前） 正　　（変更後）

19 やえせ心のクリニック 代表者名 渡辺　尚 渡部　尚

26 南城市社会福祉協議会 住所 南城市佐敷字新開1870 南城市佐敷字新里1870

2022年11月21日現在

P 誤　　（変更前） 正　　（変更後）

診療曜日 火・水・金・土 火・水・木・金・土

診療時間 11:00～12:45/15:00～17:45 11:00～13:00/15:00～17:00

対応可能な領域等 空欄
心理カウンセリング、心理検査に〇
公認心理師、精神保健福祉士に〇

特記事項

認知症に関する諸検査と発達検査は、現
在の所、院内では行っておりません。他機
関にて相談していただいています
【ホームページ】https://www.anaha.info

発達検査等含む心理検査は予約制です。
【ホームページ】https://www.anaha.info

15 福の木診療所 所在地 那覇市首里儀保町2-39-2F 那覇市首里儀保町2-19

FAX FAXなし FAX:098-996-5498

対応可能な領域等 空欄
外国語対応　英語
公認心理師に〇

特記事項 空欄

・英語対応は医師による診察のみのため、電話予
約は日本語でお願いします。
・対象は外来とデイケア共に高校生以上です。
・女性専用（性自認が女性の方も含む）の精神科デ
イケア併設。
・院長はパンセクシャル（LGBTQ)の女性医師です。
（ホームページでカミングアウトしています。)

24 沖縄障害者職業センター 所在地 那覇職業総合庁舎 沖縄職業総合庁舎

26 竹富町社会福祉協議会 住所 石垣市美崎町16-6 石垣市美崎町11-1　2F（移転のため）

32 グリーフワークおきなわ 時間 14:00～15:00 14:00～16:00

43 読谷村青少年センター 時間
8:30～12:00
追加

8:30～12:00
14:00～17:00

2022年11月22日現在

P 誤　　（変更前） 正　　（変更後）

郵便番号
住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-46-13
ホリグチビル602

〒167-0054
東京都杉並区松庵3-13-12

電話
FAX

03-6907-9211
03-3987-5466

03-5941-6345
03-5941-6347

電話相談 03-6707-9212 03-5941-6346

裏面へ

項目

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

項目

3
社会医療法人葦の会
オリブ山病院

項目

13
14

あなはクリニック　

１７
18

とよさきメンタルクリニック

項目

31
公益社団法人　全国精神
保健福祉会連合会みんな
ねっと



2022年11月25日現在

P 誤　　（変更前） 正　　（変更後）

対応可能な領域等 その他（　　）：睡眠障害

特記事項
また、不眠症、睡眠時無呼吸症候群、過
眠症をはじめとする睡眠障害全般を診療
する「睡眠外来」を特設している

41 沖縄県女性健康支援センター 曜日 月・火・木・金・土 月～土曜日

設置場所
沖縄県子ども生活福祉部
消費・くらし安全課

削除し斜線　

時間
8:30～12:00
13:00～17:15

9:00～12:00
13:00～17:00

2022年12月27日現在

P 誤　　（変更前） 正　　（変更後）

37 沖縄ちゅらグループ
名称・開催曜日・時
間・場所

沖縄ちゅらグループ
第１・3金曜日（祝祭日除く）
　※女性クローズド・ワーカーズ・持ち回り保育
19:30～20:30 ビギナーズ19:00～
caféくじら（与那原町字板良敷476-8）
okinawachura.gam@gmail.com

削除：令和5年1月終了

37 ＜ギャマノン＞
＜ギャマノン＞に関
する記載

削除：県内の自助グループ終了のため

2023年4月1日現在

P 誤　　（変更前） 正　　（変更後）

5
沖縄県立南部医療セン
ター・子ども医療センター

代表者名 和氣　亨 福里　吉充

5 沖縄県立八重山病院 代表者名 篠崎　裕子 和氣　亨

21
<認知症疾患医療センター>
特定医療法人アガペ会
北中城若松病院

機関名・所在地・電
話･圏域・類型

特定医療法人アガペ会　北中城若松病院 削除。令和5年3月31日事業終了のため

21
<認知症疾患医療センター> 機関名・所在地・電

話･圏域・類型
追加

機関名：医療法人タピック
　　　　　沖縄リハビリテーションセンター病院
所在地：〒904-2173
　　　　　沖縄市比屋根2-15-1
電話：098-982-1777
圏域：中部
類型：地域
　　　　　　　　　　　　　　（令和5年4月1日指定）

22

<依存症専門医療機関>
医療法人タピック
沖縄リハビリテーションセン
ター病院

対象の依存症 アルコール健康障害
アルコール健康障害
薬物依存症
ギャンブル等依存症

22 <依存症治療拠点機関>
機関名・所在地・対象
の依存症・電話

追加

機関名：医療法人タピック
　　　　　　沖縄リハビリテーションセンター病院
所在地：〒904-2173
　　　　　沖縄市比屋根2-15-1
対象の依存症：アルコール健康障害
電話：098-982-1777
　　　　　　　　　　　　　　（令和5年4月1日選定）

34
（沖縄県断酒会）
女性限定の会

中部アメシストの会 開催曜日：第1・第3水曜日 開催曜日：第3・第4水曜日

かりゆしグループ（糸満）
開催曜日、時間、場
所

火曜日（本人のみ）
19:00～20:30
糸満市地域生活支援センター

休止

でいごグループ
開催曜日、時間、場
所

日曜日（クローズ、第1ビジネス、最終週
オープン）
18:00～19:00
那覇市保健所　3階多目的室A

休止

削除（令和4年3月で終了）

41
沖縄県犯罪被害者等支援
総合窓口

項目

項目

34

項目

5 サマリヤ人病院



P 誤　　（変更前） 正　　（変更後）

38
依存症民間回復・リハビリ
施設等

下記追加

項目

郵便番号

ニューリバイ
バルアカデ
ミー

906-0002

事務局 901-2311

904-1106

(一財）
DARC大き
な和

宮古島市平良字狩俣
3979-4

0980-72-5821 0980-79-5218
・ひきこもり・ゲーム・携
帯・盗撮・他依存症全般
・男性・女性・LGBTQ

北中城村字喜舎場
1478番地242号室

代表：
090-4778-8889

・各種依存症全般、生き
づらさ、ご相談

 法　人 ／ 名　称 所　在　地 電　話 ＦＡＸ 対応領域

(同）Gran Amor/
ダルク女性LGBTQハ
ウス.アモール

うるま市石川411番地 098-989-3377 098-989-3403
・アルコール・薬物・ギャ
ンブル
・摂食


