「沖縄県認知症サポート医」名簿
平成31年3月現在

NO.

氏名

所在地

医療機関名

電話番号

1 城間 清剛

城間クリニック

〒 901-2102 浦添市前田564-1

098-878-8213

2 涌波 淳子

北中城若松病院

〒 901-2395 北中城村字大城311

098-935-2277

3 古謝 淳

もとぶ記念病院

〒 905-0206 本部町字石川972

0980-51-7007

4 金城 博

博愛病院

〒 901-1105 南風原町字新川485-1

098-889-4830

5 上原 秀政

上原内科医院

〒 907-0004 石垣市登野城548－4

0980-88-7068

6 竹井 太

うむやすみゃあす・ん診療所

〒 906-0013 宮古島市平良下里1477-4

0980-73-3854

7 仁井田 りち

南部病院

8 国吉 和秀

小禄みなみ診療所

〒 901-0147 那覇市宮城1-1-37

098-857-3949

9 松嶋 顕介

まつしまクリニック

〒 904-0325 読谷村瀬名波894-2

098-958-6888

10 大田 郁也

大田クリニック

〒 901-2111

11 大嶺 雅亮

大嶺医院

〒 904-2213 うるま市田場1417

098-973-1125

12 玉城 修

玉城ファミリークリニック

〒 904-0305 読谷村都屋245

098-956-1236

13 甲斐田 和博

東風平第一医院

〒 901-0411 八重瀬町字友寄42番地

098-998-6987

14 小山 信二

南城つはこクリニック

〒 901-1414 南城市佐敷字津波古433番地

098-947-3722

15 宮里 洋

嬉野が丘サマリヤ人病院

〒 901-1105 南風原町字新川460番地

098-889-1328

16 高石 利博

もとぶ記念病院

〒 905-0206 本部町字石川972

0980-51-7007

17 杉山 タカネ

嬉野が丘サマリヤ人病院

〒 901-1105 南風原町字新川460番地

098-889-1328

18 玉城 浩

ウェルライフクリニックたまき内科 〒 904-0101 北谷町字上勢頭630-7

098-989-9211

19 下地 晃

城辺中央クリニック

〒 906-0104 宮古島市城辺字比嘉628番地5

0980-77-4693

20 稲福 徹也

稲福内科医院

〒 901-2111 浦添市経塚633番地メディカルＫプラザ１Ｆ 098-988-4556

21 西平 守樹

西平医院

〒 901-2205 宜野湾市赤道2－2－2

22 與儀 喜邦

首里協同クリニック

23 中田 安彦

愛聖クリニック

〒 904-2171 沖縄市高原5-15-11

098-939-5514

24 野村 秀樹

野村ハートクリニック

〒 904-0202 嘉手納町字屋良1063-1

098-982-8810

25 細田 哲章

南斗クリニック

〒 901-2133 浦添市城間3-3-7

098-988-3208

26 池村 眞

池村内科医院

〒 906-0007 宮古島市平良字東仲宗根194番地

0980-72-3500

27 山城 正明

読谷村診療所

〒 904-0305 読谷村字都屋179

098-956-1151

28 多鹿 昌幸

読谷村診療所

〒 904-0305 読谷村字都屋179

098-956-1151

901-0362

糸満市字真栄里870

浦添市経塚745-7
経塚駅前医療モール2階

903-0804 那覇市首里石嶺町１丁目１４７−３

0698-994-0501

098-871-1234

098-896-1116
098-884-4846
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29 遠藤 一博

北中城若松病院

〒 901-2395 北中城村字大城311

098-935-2277

30 宮里 好一

宮里病院

〒 905-0006 名護市宇茂佐1763番地2

0980-53-7771

31 松尾 和彦

やしのきクリニック

〒 907-0022 石垣市大川579-5

0980-88-1184

32 松隈 憲吾

琉球大学医学部附属病院

〒 903-0215 西原町字上原207番地

098-895-1765

33 石田 吉樹

はいさいクリニック

〒 902-0067 那覇市安里1-8-13 タマキ硝子ビル5階

098-860-1813

34 川崎 俊彦

医療法人タピック 宮里病院

〒 905-0006 名護市字宇茂佐1763-2

098-53-7771

35 石田 友樹

はいさいクリニック

〒 902-0067 那覇市安里1-8-13 タマキ硝子ビル5階

098-860-1813

36 島津 光邦

やんばる協同クリニック

〒 905－0019 名護市大北5－3－2

0980-52-1001

37 宮城 航一

〒 903-0804 那覇市首里石嶺町4-356
特定医療法人葦の会 オリブ山病院

098-886-2311

38 堤 勇人

医療法人 卯の会 新垣病院

〒 904-0012 沖縄市安慶田4-10-3

098-933-2756

39 金城 俊一

浦添総合病院

〒 901-2132 浦添市伊祖4-16-1

098-878-0231

40 喜納 美津男

きなクリニック

〒 903-0821 那覇市首里儀保町1-26-3

098-885-4976

41 稲富 仁

糸満清明病院

〒 901-0334

098-997-2011

42 上間 一

シャロンクリニック

〒 903-0804 那覇市首里石嶺町4-238-2

098-884-1300

43 大田 裕一

医療法人へいあん 平安病院

〒 901－2553 浦添市経塚346番地

098-877-6467

44 鍛 司

かじまやリゾートクリニック

〒 905－0011 名護市字宮里518番地2

0980-51-1197

45 廣瀬 雅樹

豊見城中央病院

県外へ転出
〒 901-0243 豊見城市上田２５番地

098-850-3811

46 出口 宝

もとぶ野毛病院

〒 905-0212 国頭郡本部町字大浜880-1

0980-47-3001

47 日下部 康弘

勝連病院

〒 901-0331 糸満市字真栄平1026番地
勝連病院退職

098-997-3104

48 新崎 修

豊見城中央病院

〒 901-0243 豊見城市上田２５番地

098-850-3811

49 宮下 冨美子

小禄病院

〒 901-0152 那覇市字小禄547番地1

098-857-1789

50 三高 裕

南山病院

〒 901-0313 糸満市賀数406-1

098-994-3660

51 嘉数 朗

おもろまちメディカルセンター

〒 900-8556 那覇市上之屋1-3-1

098-867-2116

52 赤嶺 良光

同仁病院

〒 901-2133 浦添市城間1-37-12

098-876-2212

53 小林 孝暢

和花クリニック

〒 904-2154 沖縄市東1-5-17 ２F,３F

098-934-8702

54 比嘉 靖

東部クリニック

〒 904-2174 沖縄市与儀3-9-1

098-932-0111

糸満市大度520番地
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55 笹良 剛史

南部病院

〒 901-0362 糸満市真栄里870

098-994-0501

56 當眞 武

豊見城中央病院

〒 901-0243 豊見城市字上田25番地

098-850-3811

57 松原 卓也

勝連病院

〒 901-0331 糸満市真栄平1026番地

098-997-3104

58 宮井 宏之

沖縄県立八重山病院

県外へ転出
〒 907-0022 石垣市大川732番地

0980-83-2525

59 打出 啓二

下地診療所

〒 906-0304 宮古島市下地字上地634-1

0980-74-7878

60 玉井 修

曙クリニック

〒 900-0002 那覇市曙3-20-14

098-863-5858

61 与儀 洋之

南部病院

〒 901-0362 糸満市字真栄里870

098-994-0501

62 福治 康秀

国立病院機構 琉球病院

〒 904-1201 金武町字金武7958-1

098-968-2133

63 青野 聡

沖縄県立八重山病院

〒 907-0022 石垣市大川732番地

0980-83-2525

64 山里 将進

かじまやークリニック

〒 901-2102 浦添市前田997番地

098-871-0818

65 座波 純子

勝連病院

〒 901-0331 糸満市真栄平1026番地

098-997-3104

66 譜久原 弘

南山病院

〒 901-0313 糸満市賀数406-1

098-994-3660

67 平良 直人

天久台病院

〒 900-0005 那覇市字天久1123番地

098-868-2101

68 徳 和子

オリブ山病院

〒 903-0804 那覇市首里石嶺町4-356

098-886-2311

69 上原 稔

南部病院

南部病院退職
〒 901-0362 糸満市字真栄里870

098-994-0501

70 中村 明文

あかりクリニック

〒 900-0004 那覇市銘苅303番地ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾙｽﾞめかる2階 098-988-8864

71 島袋 洋

沖縄セントラル病院

〒 902-0076 那覇市与儀1-26-6

098-854-5511

72 玉城 仁

仲本病院

〒 902-0061 那覇市古波蔵1丁目22番1

098-885-3333

73 国吉 毅

西崎病院

〒 901-0314 糸満市座波371番地

098-992-0055

74 兼城 賢作

兼城医院

〒 904-2155 沖縄市美原2-26-13

098-937-2000

75 薬師 崇

うるまこころのクリニック

〒 904-2225 うるま市喜屋武546-1

098-923-3333

76 金城 元気

与那国診療所

〒 907-1801 与那国町字与那国125-1

0980-87-2250

77 宮 貴子

オリブ山病院

〒 903-0804 那覇市首里石嶺町4-356

098-886-2311
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78 今村 昌幹

八重山病院

〒 907-0022 石垣市大川732

0980-83-2525

79 野原 昌亮

野原整形外科

〒 901-1302 与那原町与那原341-2

098-946-1010

80 金城 竜也

たつや脳神経外科

〒 903-0807 那覇市首里久場川町2-96-18-3F

098-885-8000

81 大仲 良一

沖縄セントラル病院

〒 902-0096 那覇市与儀1-26-6

098-854-5511

82 田名 毅

首里城下町クリニック第一

〒 902-0062 那覇市松川3丁目18番30号

098-885-5000

83 祝嶺 千明

しゅくみね内科

〒 904-2245 うるま市赤道759-1

098-975-1515

84 豊福 正人

北中城若松病院

〒 901-2395 北中城字大城311番

098-935-2277

85 仲里 尚實

オリブ山病院

〒 903-0804 那覇市首里石嶺町4-356

098-886-2311

86 平良 直樹

天久台病院

〒 900-0005 那覇市天久1123

098-868-2101

87 長田 清

長田クリニック

〒 902-0075 那覇市国場334-1

098-833-7878

88 長嶺 勝

ライフケアクリニック那覇

〒 900-0021 那覇市泉崎2丁目3番8号ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ泉崎4F 098-832-1721

89 川上 憲章

嶺井第一病院

〒 901-2113 浦添市大平466

90 山城 勝美

医療法人社団輔仁会 輔仁クリニック
〒 902-0062 沖縄県那覇市松川301-4

098-885-6605

91 深谷 幸雄

公立久米島病院

〒 901-3121 久米島町字嘉手苅572-3

098-985-5555

92 白水 雅彦

渡名喜診療所

〒 901-3601 島尻郡渡名喜村1916-1

098-989-2003

93 田頭 政三郎

北中城若松病院

〒 901-2395 北中城村字大城311番

098-935-2277

098-877-5806

