
令和２年11月現在
◇北部圏域
市町村名 医療機関・施設名 氏名 〒 住所 電話番号
国頭村 国頭村立東部へき地診療所 垣花　一慶 905-1503 国頭村字安田170番地 0980-41-7511

大宜味村 大宜味村立診療所 上江洲　正則 905-1303 大宜味村字喜如嘉1117-2 0980-44-3412
東村 東村立診療所 外間　章　　 905-1204 東村字平良804 0980-51-2200

今帰仁村 北山病院 山城　正登 905-0428 今帰仁村今泊280 0980-56-2339
本部町 ノーブルメディカルセンター 竹谷　徳雄 905-0206 本部町字石川972 0980-51-7007
本部町 もとぶ記念病院 小椋　京子 905-0206 本部町 石川972 0980-47-3001
本部町 もとぶ野毛病院 山田　護 905-0212 本部町大浜880-1 0980-47-3001
本部町 もとぶ野毛病院 上田　裕一 905-0212 本部町字大浜880-1 0980-47-3001
本部町 もとぶ野毛病院 仲間　ベンジャミン 905-0212 本部町大浜880-1 0980-47-3001
本部町 もとぶ野毛病院 小野寺　隆 905-0212 本部町大浜880-1 0980-47-3001
本部町 もとぶ野毛病院 薗田　裕 905-0212 本部町字大浜880-1 0980-47-3001
本部町 もとぶ野毛病院 堀川　恭平 905-0212 本部町字大浜880-1 0980-47-3001
本部町 本部医院 金城　康登 905-0214 本部町字渡久地231 0980-47-2216
伊江村 伊江村立診療所 重森　保人 905-0502 伊江村東江前459番地 0980-49-2054

伊平屋村 伊平屋診療所 宮原　直希 905-0703 伊平屋村字我喜屋217-3 0980-46-2116
名護市 平安山医院 平安山　英機 905-0006 名護市宇茂佐1702-1 0980-52-6895
名護市 宮里病院 古謝　新 905-0006 名護市宇茂佐1763-2 0980-53-7771
名護市 宮里病院 古謝　淳 905-0006 名護市宇茂佐1763-2 0980-53-7771
名護市 宮里病院 井上　比奈 905-0006 名護市宇茂佐1763-2 0980-53-7771
名護市 勝山病院 照屋　善光 905-0007 名護市屋部468-1 0980-53-7777
名護市 勝山病院 比嘉　敏夫 905-0007 名護市字屋部468-1 0980-53-7777
名護市 当真ハートクリニック 当真　嗣勇 905-0009 名護市字宇茂佐の森１丁目1-5 0980-54-8010
名護市 うりずん診療所 比嘉　良博 905-0011 名護市宮里1004 0980-54-6633
名護市 かじまやリゾートクリニック 鍛　司 905-0011 名護市宮里518-2 0980-51-1197
名護市 名護記念クリニック 小杉　忠誠 905-0011 名護市宮里7丁目22番35号 0980-52-4187
名護市 おおにし医院 大西　弘之 905-0013 名護市城2-10-16 0980-43-0200
名護市 中央外科 名嘉眞　透 905-0013 名護市城1-1-12 0980-52-2118
名護市 山城医院 山城　昌昭 905-0015 名護市大南2-13-8 0980-52-7401
名護市 あがりえクリニック 萩原　真理 905-0016 名護市大東１丁目５−３４ 0980-43-0271
名護市 なごみ医院 渡嘉敷　史郎 905-0016 名護市大東1-15-6 0980-54-5522
名護市 県立北部病院 知念　清治 905-0017 名護市大中2-12-3 0980-52-2719
名護市 赤嶺内科 赤嶺　勝成 905-0019 名護市大北1-5-11 0980-54-6200

名護市
（医）一宣会　大北内科胃腸科
クリニック

上地　博之 905-0019 名護市大北3-1-48 0980-53-5455

名護市 北部皮フ科クリニック 宮城　恒雄 905-0019 名護市大北3-9-7 0980-54-4912
名護市 屋我地診療所 石島　英郎 905-1632 名護市饒平名460-1 0980-52-8887
名護市 国立療養所　沖縄愛楽園 野村　謙 905-1635 名護市字済伊出1192 0980-52-8331
名護市 沖縄県立北部病院 諸見里　拓宏 905-8512 名護市大中2-12-3 0980-52-2719
名護市 沖縄県立北部病院 上門　千時 905-8512 名護市大中2-12-3 0980-52-2719
名護市 北部地区医師会病院 仲西　貴也 905-8611 名護市宇茂佐1712-3 0980-54-1111
名護市 北部地区医師会病院 岩渕　達也 905-8611 名護市宇茂佐1712-3 0980-54-1111
名護市 北部地区医師会病院 諸喜田　林 905-8611 名護市宇茂佐1712-3 0980-54-1111
名護市 北部地区医師会病院 阿部　好弘 905-8611 名護市宇茂佐1712-3 0980-54-1111
名護市 北部地区医師会病院 堀　晃 905-8611 名護市宇茂佐1712-3 0980-54-1111
名護市 北部地区医師会病院 天願　敬 905-8611 名護市宇茂佐1712-3 0980-54-1111

名護市
介護老人保健施設　あけみお
の里

石川　清司 905-0007 名護市屋部468-1 0980-53-0999

◇中部圏域
市町村名 医療機関・施設名 氏名 〒 住所 電話番号
恩納村 恩納クリニック 玉城　德光 904-0411 恩納村恩納6329 098-966-8115

宜野座村 医療法人ほくと会　北部病院 出口　宝 904-1304 宜野座村字漢那469 098-968-3661

宜野座村
医療法人　ユカリア沖縄　かん
な病院

慶田　喜秀 904-1304 宜野座村字漢那469 098-968-3661

金武町 金武診療所 高良　和代 904-1201 金武町字金武94 098-968-2145

金武町
独立行政法人国立病院機構琉
球病院

新里　弓華 904-1201 金武町字金武7958-1 098-968-2133

金武町 おくまクリニック 奥間　裕次 904-1201 金武町金武4790-1 098-968-5017
金武町 KIN放射線治療･健診クリニック 高江洲　義滋 904-1201 金武町字金武10897 098-968-4664

北谷町
ウェルライフクリニック　たまき
内科

玉城　浩 904-0101 北谷町字上勢頭630-7 098-989-9211

北谷町 北上中央病院 外間　朝哲 904-0101 北谷町字上勢頭631-9番地 098-936-5111
北谷町 こばし内科クリニック 小橋川　啓 904-0103 北谷町字桑江123番地1階 098-936-1111
北谷町 もりなが内科・小児科クリニック 森永　泰正 904-0115 北谷町美浜２丁目７−４ 098-926-1234
北谷町 徳洲会ハンビークリニック 岩田　智治 904-0117 北谷町北前1-21-1 098-926-3000
北谷町 中部地区医師会健診センター 小橋川　悟 904-0113 北谷町字宮城1-584 098-936-8200
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うるま市 山田小児科・内科・医院 山田　芳弘 904-1102 うるま市石川東山1-19-11 098-965-3577
うるま市 石川クリニック 仲田　一男 904-1105 うるま市石川白浜2-10-16 098-965-3390
うるま市 石川医院 石川　隆夫 904-1106 うるま市石川2-21-5 098-964-3049
うるま市 願寿ぬ森 西大條　升一 904-1106 うるま市石川3273−2 098-964-6511
うるま市 よしクリニック 慶田　喜信 904-1107 うるま市石川曙3-2-10 098-982-5353
うるま市 プライマリーケア医院　ゆい 津嘉山　貞夫 904-1115 うるま市石川伊波192 098-982-5801
うるま市 伊波クリニック 西川　高広 904-1115 うるま市石川伊波431 098-964-5735
うるま市 和泉会　いずみ病院 町田　雪乃 904-2205 うるま市栄野比1150 098-972-7788
うるま市 いずみ病院 名嘉　梧平 904-2205 うるま市栄野比1150 098-972-7788
うるま市 大嶺医院 大嶺　雅亮 904-2213 うるま市田場1417 098-973-1125
うるま市 しま小児科内科クリニック 島袋　淳吉 904-2214 うるま市字安慶田276番地 098-972-3788
うるま市 うるまライフケアクリニック 長嶺　勝 904-2214 うるま市字江洲598番地４ 098-975-0118
うるま市 もとむら耳鼻咽喉クリニック 本村　昌一 904-2215 うるま市みどり町4-10-7 098-974-3341
うるま市 みどり町眼科医院 比嘉　敏明 904-2215 うるま市みどり町4-14-7 098-974-2300
うるま市 介護老人保健施設　陽光館 饒波　保 904-2222 うるま市上江洲661 098-974-4000
うるま市 平和病院 新垣　淑己 904-2222 うるま市字上江洲665 098-973-2000
うるま市 ぐしけん眼科 具志堅　直樹 904-2223 うるま市具志川1371-1 098-975-1010
うるま市 平良川整形外科 友利　昭大 904-2225 うるま市喜屋武169-5 098-974-5670
うるま市 すながわ内科クリニック 砂川　博司 904-2244 うるま市字江洲598番地5 098-975-2525
うるま市 しゅくみね内科 祝嶺　千明 904-2245 うるま市赤道759-1 098-975-1515
うるま市 あかみちクリニック 田中　旨夫 904-2245 うるま市赤道369 098-973-9100

うるま市
医療法人社団　寺本耳鼻咽喉
科医院

寺本　典代 904-2312 うるま市勝連平安名1655-1 098-989-6381

うるま市 中部病院付属　津堅診療所 田原　文 904-2317 うるま市勝連津堅1582 098-978-2918
うるま市 与勝あやはしクリニック 増成　秀樹 904-2304 うるま市与那城勝屋慶名467-111 098-983-0055
うるま市 和花クリニック 小林　孝暢 904-2244 うるま市字江洲135-5 098-923-5818
読谷村 なかそね内科 仲宗根　哲與 904-0303 読谷村字伊良皆340番地 098-957-0707
読谷村 玉城ファミリークリニック 玉城　修 904-0305 読谷村都屋245 098-956-1236
読谷村 よみたんクリニック 山本　由和 904-0324 読谷村字長浜1774 098-958-5775

嘉手納町 野村ハートクリニック 野村　秀樹 904-0202 嘉手納町字屋良1063-1 098-982-8810
嘉手納町 池原内科 池原　幸雄 904-0203 嘉手納町嘉手納547 098-956-3081

沖縄市
医療法人　かなの会　コザクリ
ニック

田中　友紀子 904-0014 沖縄市仲宗根19番1号 098-938-1038

沖縄市 （医）卯の会　新垣病院 佐藤　香代子 904-0012 沖縄市安慶田4丁目10番3号 098-933-2756
沖縄市 （医）卯の会　新垣病院 崎山　慧史 904-0012 沖縄市安慶田4丁目10番3号 098-933-2756
沖縄市 プラザクリニック 真栄城　兼信 904-0023 沖縄市久保田1-10-5 098-933-5719
沖縄市 嘉数医院 嘉数　朝一 904-0032 沖縄市諸見里1-26-2 098-930-0090
沖縄市 山里整形外科 宜野座　治男 904-0033 沖縄市山里1-4-15 098-933-1331
沖縄市 諸見整形外科 宮城　正一 904-0033 沖縄市山里2-4-11 098-932-7787
沖縄市 翔南病院 大橋　まゆみ 904-0034 沖縄市山内3丁目14番28号 098-930-3020
沖縄市 桃山クリニック 知念　徹 904-0035 沖縄市南桃原3丁目1-１ 098-930-2233
沖縄市 岸本内科クリニック 岸本　広次 904-2142 沖縄市登川1丁目1番24号 098-934-7770

沖縄市
社会医療法人　敬愛会　ちばな
クリニック

仲田　清剛 904-2143 沖縄市知花6-25-15 098-939-1301

沖縄市
社会医療法人　敬愛会　ちばな
クリニック

新垣　紀子 904-2143 沖縄市知花6-25-15 098-939-1301

沖縄市 まつもと胃腸科整形外科医院 仲地　善昭 904-2151 沖縄市松本1-21-23 098-939-2115
沖縄市 諸見里胃腸科内科医院 諸見里　安弘 904-2153 沖縄市美里１-28-59 098-937-4443
沖縄市 中部協同病院 斉藤　保 904-2153 沖縄市美里1-31-15 098-938-8828
沖縄市 ひが内科クリニック 比嘉　清憲 904-2153 沖縄市美里1437番地 098-929-1810
沖縄市 コザ整形外科医院 本部　紹一 904-2153 沖縄市美里1-26-33 098-938-3478
沖縄市 中部協同病院 犬尾　仁 904-2153 沖縄市美里1-31-15 098-938-8828
沖縄市 中部協同病院 ダッチャー　恵子 904-2153 沖縄市美里1丁目31番15号 098-938-8828
沖縄市 とけし内科 渡慶次　千 904-2154 沖縄市東2丁目5番11号 098-937-1515
沖縄市 永山脳神経クリニック 永山　一郎 904-2155 沖縄市美原4-1-10 098-929-2200
沖縄市 兼城医院 兼城　賢作 904-2155 沖縄市美原2-26-13 098-929-3000
沖縄市 なかみねニュークリニック 仲嶺　文雄 904-2161 沖縄市古謝977-2 098-929-1000
沖縄市 愛聖クリニック 中田　安彦 904-2171 沖縄市高原5-15-11 098-939-5114
沖縄市 東部クリニック 比嘉　靖 904-2174 沖縄市与儀622-3 098-932-0111
沖縄市 東部クリニック 石川　貴代 904-2174 沖縄市与儀３丁目９番地１号 098-932-0111
沖縄市 伊佐整形外科 伊佐　眞 904-3173 沖縄市比屋根2-3-3 098-931-1111

沖縄市
沖縄リハビリテーションセンター
病院

藤山　二郎 904-2173 沖縄市比屋根2-15-1 098-982-1777

沖縄市 しおひら内科・腎クリニック 潮平　俊治 904-0033 沖縄市山里1-1-2　パーチェ山里 098-930-2112

沖縄市
沖縄リハビリテーションセンター
病院

奥山　久仁男 904-2173 沖縄市比屋根2-15-1 098-982-1777

北中城村 中部徳洲会病院 大城　英恵 901-2393
北中城村アワセ土地区画整理事
業地内2街区1番

098-932-1110

北中城村 ファミリークリニック　きたなかぐ 涌波　満 901-2303 北中城村字仲順231-1 098-935-5517
北中城村 屋宜原病院 山城　和也 901-2304 北中城村屋宜原722 098-933-1574
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北中城村 北中城若松病院 涌波　淳子 901-2395 北中城村字大城311 098-935-2277
北中城村 北中城若松病院 箕浦　孝晃 901-2395 北中城村字大城311 098-935-2277
北中城村 北中城若松病院　若松苑 九里　武晃 901-2395 北中城村大城311 098-935-2277
北中城村 北中城若松病院 杉村　大作 901-2395 北中城村字大城311 098-935-2277
北中城村 北中城若松病院 国吉　孝夫 901-2395 北中城村字大城311 098-935-2277
北中城村 北中城若松病院 山本　雄大 901-2395 北中城村字大城311 098-935-2277
北中城村 北中城若松病院 當銘　正彦 901-2395 北中城村字大城311 098-935-2277
北中城村 北中城若松病院 松隈　憲吾 901-2395 北中城村字大城311 098-935-2277
中城村 わくさん内科 湧田　森明 901-2405 中城村屋宜597-13 098-895-1900

宜野湾市 池原外科胃腸科医院 池原　弘 901-2201 宜野湾市新城2丁目40-27 098-893-1531
宜野湾市 玉木病院 浦崎　昌子 901-2206 宜野湾市愛知252番地 098-892-5336
宜野湾市 愛知クリニック 多和田　ひろみ 901-2206 宜野湾市愛知16-1 098-892-3511
宜野湾市 玉木病院 道下　聡 901-2206 宜野湾市字愛知252番地 098-892-5336
宜野湾市 宜野湾記念病院 富浜　有香 901-2211 宜野湾市宜野湾3-3-13 098-893-2101

宜野湾市
医療法人富岳会　おやかわクリ
ニック

親川　富憲 901-2212 宜野湾市長田1-29-1 098-893-5511

宜野湾市 沖縄病院 大湾　勤子 901-2214 宜野湾市我如古3丁目20-14 098-898-2121
宜野湾市 まえはら内科 宇座　達也 901-2215 宜野湾市真栄原3-19-8 098-870-2807
宜野湾市 いとむクリニック 呉屋　五十六 901-2221 宜野湾市伊佐１ー１０ー９ 098-898-5856
宜野湾市 サンクリニック 新屋　瑛一 901-2221 宜野湾市伊佐2-9-35 098-898-3370
宜野湾市 大謝名医院 長田　毅 901-2225 宜野湾市大謝名5-6-1 098-897-5041
宜野湾市 古堅ウィメンズクリニック 古堅　善亮 901-2225 宜野湾市大謝名165 098-890-1600

宜野湾市 光クリニック 金城　光也 901-2226
宜野湾市嘉数2-2-1　広栄メディカ
ルビル２F

098-898-2233

宜野湾市 宮城医院 宮城　護 901-2203 宜野湾市野嵩1-10-11 098-893-7777

◇南部圏域
市町村名 医療機関・施設名 氏名 〒 住所 電話番号
浦添市 浦添協同クリニック 上間　進 900-2126 浦添市宮城3-1-5 098-870-8060
浦添市 介護医療院　にしばる 嶺井　美奈子 901-2101 浦添市西原3-20-10 098-878-0055
浦添市 かじまやークリニック 山里　将進 901-2102 浦添市字前田997番地 098-871-0818
浦添市 かじまやークリニック 松原　弘明 901-2102 浦添市前田997番地 098-871-0818
浦添市 城間クリニック 城間　清剛 901-2102 浦添市前田2-5-7-1F 098-878-8213
浦添市 まえだクリニック 今山　裕康 901-2102 浦添市前田1-48-8 098-917-5542
浦添市 医療法人　清成会　浦西医院 仲間　清太郎 901-2104 浦添市当山2-9-3 098-878-7070
浦添市 経塚クリニック 玉城　英征 901-2111 浦添市経塚663 098-876-2211
浦添市 みやざと整形クリニック経塚駅 宮里　聡 901-2111 浦添市経塚745-7 098-879-8800
浦添市 嶺井第一病院 石川　智司 901-2113 浦添市大平466 098-877-5806
浦添市 嶺井第一病院 川上　憲章 901-2113 浦添市大平466 098-877-5806

浦添市
医療法人太陽会　かりまた内科
医院

狩俣　陽一 901-2121 浦添市内間4-23-21 098-876-5126

浦添市 なかそね内科・循環器科 仲宗根　豊 901-2121 浦添市内間４丁目１番２号 098-874-1155
浦添市 名嘉村クリニック 名嘉村　博 901-2123 浦添市伊祖4-2-1 098-870-6600
浦添市 渡久山整形外科 渡久山　博美 901-2126 浦添市宮城1-29-1 098-876-2822
浦添市 みやざと内科クリニック 宮里　昌 901-2126 浦添市宮城2-17-1 098-875-7000
浦添市 田本クリニック 田本　伸 901-2126 浦添市宮城５-６-２ 098-879-0808
浦添市 たつや整形外科 仲宗根　竜也 901-2126 浦添市宮城6-1-15-2F 098-878-2525
浦添市 浦添胃腸科外科医院 山内　義正 901-2127 浦添市屋富祖2-26-7 098-877-8541
浦添市 まちなと内科クリニック 平良　雅裕 901-2131 浦添市牧港2-46-8 098-875-8888

浦添市
介護老人保健施設　エメロード
てだこ苑

新里　陽弘 901-2131 浦添市牧港3-1-1 098-873-0717

浦添市 徳山クリニック 徳山　清之 901-2131
浦添市牧港2-46-12ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ
牧港102

098-942-1001

浦添市 徳山クリニック 永吉　奈央子 901-2131
浦添市牧港2-46-12ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ
牧港102

098-942-1001

浦添市 徳山クリニック 平野　亜紀 901-2131
浦添市牧港2丁目46番地12　メ
ディカルプラザ牧港

098-942-1001

浦添市 徳山クリニック 知念　さおり 901-2131
浦添市牧港2丁目46番地13　メ
ディカルプラザ牧港

098-942-1001

浦添市 佐久田脳神経外科・外科 佐久田　治 901-2131 浦添市牧港2丁目46番地12号 098-870-7677
浦添市 牧港中央病院 洲鎌　盛一 901-2131 浦添市牧港1199 098-877-0575
浦添市 まちなと内科在宅クリニック 大濱　篤 901-2131 浦添市牧港2-46-8 098-875-8888
浦添市 伊地内科胃腸科医院 伊地　柴彦 901-2132 浦添市伊祖2-7-11 098-878-1323
浦添市 浦添総合病院 新里　誠一郎 901-2132 浦添市伊祖4-16-1 098-878-0231

浦添市
社会医療法人仁愛会　浦添総
合病院健診センター

久田　友一郎 901-2132 浦添市伊祖3丁目42番15号 098-876-0772

浦添市 名嘉村クリニック 幸喜　毅 901-2132 浦添市伊祖4-2-1-201号 098-870-6600
浦添市 医療法人　八重瀬会　同仁病 森山　直樹 901-2133 浦添市城間1-37-12 098-876-2212
浦添市 浦添セレブクリニック 安谷屋　智 901-2133 浦添市城間2-7-1 098-871-0123
浦添市 南斗クリニック 細田　哲章 901-2133 浦添市城間3-3-7 098-988-3208
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浦添市 ひがハートクリニック 比嘉　耕一 901-2134 浦添市港川2-23-2 098-875-4810
浦添市 医療法人へいあん　平安病院 平安　明 901-2553 浦添市字経塚346 098-877-6467
那覇市 仲本内科 仲本　昌一 900-0004 那覇市銘刈3-15-3 098-860-1835
那覇市 喜屋武内科・呼吸器科 喜屋武　邦雄 900-0004 那覇市銘苅2-11-22 098-868-5676
那覇市 平田胃腸科・内科 平田　晴男 900-0004 那覇市銘苅3-22-33 098-869-7272

那覇市 さきはら内科 崎原　永啓 900-0004
那覇市字銘苅303番地メディカルヒ
ルズめかるビル2F

098-988-3559

那覇市 新都心大城クリニック 大城　学 900-0006 那覇市おもろまち4-4-9 098-951-3050

那覇市
（医）天仁会　介護老人保健施
設　パークヒル天久

上里　忠敏 900-0005 那覇市天久1123番地 098-868-4108

那覇市 クリニックおもろまち 仁井田　りち 900-0006 那覇市おもろまち4-6-20 098-868-2105
那覇市 クリニックおもろまち 下地　武義 900-0006 那覇市おもろまち4-6-20　2F 098-868-2105

那覇市
内閣府共済組合沖縄総合事務
局支部診療所

稲福　全三 900-0006 那覇市おもろまち2丁目1番地1号 098-866-0031

那覇市 おもろまちメディカルセンター 照屋　宏充 900-0011 那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116
那覇市 おもろまちメディカルセンター 比嘉　昇 900-0011 那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116
那覇市 おもろまちメディカルセンター 兼島　洋 900-0011 那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116
那覇市 おもろまちメディカルセンター 宮良　用一郎 900-0011 那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116
那覇市 おもろまちメディカルセンター 城間　留奈 900-0011 那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116
那覇市 おもろまち　メディカルセンター 荒川　博 900-0011 那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116
那覇市 おもろまち　メディカルセンター 山里　代利子 900-0011 那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116
那覇市 おもろまち　メディカルセンター 猪谷　克彦 900-0011 那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116
那覇市 おもろまち　メディカルセンター 國吉　徹 900-0011 那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116
那覇市 西平医院 福地　龍夫 900-0012 那覇市泊1-17-1 098-867-2510
那覇市 （医）温知会　順天堂クリニック 新垣　敏雄 900-0012 那覇市泊1-13-1 098-866-1036
那覇市 とくやま眼科 渡久山　洋子 900-0013 那覇市牧志2-16-8　2Ｆ 098-868-0026
那覇市 平良クリニック 平良　朝秀 900-0014 那覇市松尾2-16-43 098-863-7110
那覇市 仲松胃腸科外科 仲松　榮 900-0015 那覇市久茂地２丁目１３番地3 098-861-3875
那覇市 友寄クリニック 友寄　英雄 900-0021 那覇市泉崎2-2-6 098-855-0852
那覇市 那覇民主診療所 嘉陽　信子 900-0021 那覇市泉崎2-2-5 098-855-6200
那覇市 友寄クリニック 川上　祐子 900-0021 那覇市泉崎2-2-6 098-855-0852
那覇市 山城消化器内科医院 山城　雄二 900-0022 那覇市樋川1-18-22 098-832-3055
那覇市 山城整形外科眼科医院 山城　裕子 900-0022 那覇市樋川1-18-22 098-836-1100
那覇市 知念医院 知念　正人 900-0022 那覇市樋川2-8-33 098-832-1241
那覇市 山城整形外科眼科医院 山城　千秋 900-0022 那覇市樋川1-18-22 098-836-1100
那覇市 （医）社団かびら会　川平病院 川平　昌秀 900-0024 那覇市古波蔵3-5-25 098-836-1101
那覇市 （医）社団かびら会　川平病院 川平　和美 900-0024 那覇市古波蔵3-5-25 098-836-1101
那覇市 開邦クリニック 上原　正照 900-0024 那覇市古波蔵2-4-14 098-832-3259
那覇市 かなしろ内科 金城　修 900-0024 那覇市古波蔵220-3 098-832-7080
那覇市 協同にじクリニック 仲西　常雄 900-0024 那覇市古波蔵4-113-3 098-855-6202
那覇市 にこにこ整形外科 伊志嶺　恒洋 900-0025 那覇市壺川2丁目11-2 098-836-4807
那覇市 屋宜内科医院 屋宜　宣治 900-0029 那覇市旭町112-29-102 098-864-1024
那覇市 八重洲クリニック 友利　博朗 900-0032 那覇市松山2-23-13 098-861-8618 
那覇市 おもろまちメディカルセンター 城間　健治 900-8556 那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116
那覇市 おもろまちメディカルセンター 久保田　徹 900-8556 那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116
那覇市 おもろまちメディカルセンター 嘉数　朗 900-8556 那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116
那覇市 自衛隊那覇病院 杉山　圭作 901-0144 那覇市当間301 098-857-1191
那覇市 小禄みなみ診療所 国吉　和秀 901-0147 那覇市宮城1-1-37 098-857-3949
那覇市 小禄みなみ診療所 松川　恵子 901-0147 那覇市宮城1-1-37 098-857-3949
那覇市 大田整形外科医院 大田　征夫 901-0152 那覇市小禄1-1-50 098-858-4154
那覇市 小禄病院 国吉　純郎 901-0152 那覇市小禄547-1 098-857-1789
那覇市 介護老人保健施設　禄寿園 金城　國昭 901-0152 那覇市小禄1-30-45 098-857-6225
那覇市 長嶺胃腸科内科外科医院 長嶺　信夫 901-0153 那覇市宇栄原1019-1 098-858-1914
那覇市 うえばるクリニック 寺田　幸平 901-0153 那覇市宇栄原678 098-852-0037
那覇市 はざま胃腸内科クリニック 玻座真　博公 901-0153 那覇市宇栄原654 098-859-1352
那覇市 守礼クリニック 具志堅　成恭 901-0156 那覇市田原3-3-7 098-858-9615
那覇市 沖縄協同病院 横矢　隆宏 901-0293 那覇市古波蔵4-10-55 098-853-1200
那覇市 沖縄協同病院 長嶺　由成 901-0293 那覇市古波蔵4-10-55 098-853-1200
那覇市 （医）城南会　松城クリニック 山根　邦夫 902-0062 那覇市松川3-23-37 098-836-3553
那覇市 輔仁クリニック 平良　鉄彦 902-0062 那覇市松川301(4F) 098-885-6605
那覇市 松城クリニック 津嘉山　朝洋 902-0062 那覇市松川3-23-37 098-836-3553
那覇市 松城クリニック 国吉　昭英 902-0062 那覇市松川3-23-37 098-836-3553
那覇市 岸本外科リハビリクリニック 岸本　幸明 902-0062 那覇市字松川441 098-885-5550
那覇市 高里内科胃腸科 高里　良孝 902-0064 那覇市寄宮1-9-24 098-853-9058
那覇市 新川クリニック 宮城　政剛 902-0065 那覇市壷屋1-2-16 098-863-1511

那覇市
医療法人陽心会　メディカルプ
ラザ大道中央

裵　猛 902-0066 那覇市字大道123番地 098-886-0007

那覇市 琉生病院 小波津　寛 902-0066 那覇市字大道56 098-885-5131
那覇市 琉生病院 金城　渚 902-0066 那覇市字大道56 098-885-5131
那覇市 大道中央病院 川尻　頌洋 902-0067 那覇市安里1-1-37 098-869-0005
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那覇市 大道中央病院 砂川　優 902-0067 那覇市安里1-1-37 098-869-0005
那覇市 大浜第一病院 近藤　章之 902-0067 那覇市安里1-7-3 098-866-5171
那覇市 大道中央病院 石川　節 902-0067 那覇市安里1-1-37 098-869-0005
那覇市 大道中央病院 赤嶺　良光 902-0067 那覇市安里1-1-37 098-869-0005

那覇市
医療法人おもと会　　クリニック
安里

金城　治 902-0067 那覇市安里1-7-3 098-861-5050

那覇市 又吉内科クリニック 又吉　亮二 902-0067 那覇市安里2-9-8　1F 098-866-0007

那覇市
（医）　陽心会　介護老人保健
施設　やすらぎの里

中里　秀男 902-0067 那覇市安里3-1-57 098-869-0030

那覇市 はいさいクリニック 石田　吉樹 902-0067 那覇市安里1-8-12タマキ硝子ビ 098-860-1813

那覇市
医療法人陽心会　　　大道中央
病院

東江　正芳 902-0067 那覇市安里1-1-37 098-869-0005

那覇市 安木内科 仲宗根　安樹 902-0068 那覇市真嘉比3-13-3 098-882-4300
那覇市 みなみそら医院 長岡　研太郎 902-0073 那覇市上間336-7 098-833-1133
那覇市 やぎSUNクリニック 屋宜　晃 902-0074 那覇市仲井真317-1 098-832-3387
那覇市 こくら台ハートクリニック 大城　康彦 902-0075 那覇市国場1169-4 098-855-8810
那覇市 沖縄セントラル病院 佐村　博史 902-0076 那覇市与儀1-26-6 098-854-5516
那覇市 沖縄セントラル病院 加藤　健作 902-0076 那覇市与儀1-26-6 098-854-5511
那覇市 （医）寿仁会　クリニック絆 松本　光史 902-0076 那覇市寄宮2-1-18 098-854-5531
那覇市 沖縄セントラル病院 大仲　良一 902-0076 那覇市与儀1-26-6 098-854-5511
那覇市 下地内科クリニック 下地　忠夫 902-0077 那覇市長田1-24-26 098-987-1929
那覇市 はらクリニック 原　信一郎 902-0077 那覇市長田1-6-1 098-851-9084

那覇市
介護老人保健施設　シルバー
ピアしきな

石川　哲也 902-0078 那覇市識名2-6-35 098-833-1165

那覇市 真玉橋クリニック 小方　明子 902-0078 那覇市識名1316-3 098-836-0123
那覇市 那覇市立病院 川野　幸志 902-8511 那覇市古島2-31-1 098-884-5111
那覇市 那覇市立病院 照喜名　重一 902-8511 那覇市古島2-31-1 098-884-5111
那覇市 大浜第一病院 畑　芳夫 902-8571 那覇市安里1-7-3 098-866-5171
那覇市 大浜第一病院 伊禮　史朗 902-8571 那覇市安里1-7-3 098-866-5171
那覇市 大浜第一病院 今井　千春 902-8571 那覇市安里1-7-3 098-866-5171
那覇市 沖縄赤十字病院 知花　朝美 902-8588 那覇市与儀1-3-1 098-853-3134
那覇市 城北胃腸科整形外科 仲宗根　浩二 903-0803 那覇市首里平良町2-4 098-886-8403
那覇市 首里協同クリニック 宮城　道夫 903-0804 那覇市首里石嶺町1-147-3 098-884-4846
那覇市 首里協同クリニック 伊集 唯行 903-0804 那覇市首里石嶺1-147-3 098-884-4846
那覇市 首里協同クリニック 新垣　安男 903-0804 那覇市首里石嶺町1-147-3 098-884-4846

那覇市
ＭＯＡ沖縄事業団療院クリニッ
ク

伊波　剛彦 903-0807 那覇市首里久場川町2-8-2 098-886-5790

那覇市 首里内科クリニック 金城　盛男 903-0807 那覇市首里久場川町2-135 098-979-5333

那覇市 たつや脳神経外科 金城　竜也 903-0807
那覇市首里久場川町2-96-18　メ
ディカルプラザ首里３Ｆ

098-885-8000

那覇市 くばがわ内科クリニック 久手堅　憲史 903-0807 那覇市首里久場川町２丁目９６−１ 098-988-8182

那覇市 那覇リハビリクリニック 末吉　宰 903-0811
那覇市首里赤平町二丁目１３番地
の２　赤平市街地分譲住宅１階

098-886-1235

那覇市 鳥堀養生クリニック 末吉　利行 903-0812 那覇市首里当蔵町3-21-2 098-886-3212
那覇市 きなクリニック 喜納　美津男 903-0821 那覇市首里儀保町1-26-3 098-885-4976
那覇市 長田クリニック 長田 　清 902-0075 那覇市国場334-1 098-833-7878
那覇市 沖縄赤十字病院 親里　譲 902-0076 那覇市与儀1-3-1 098-853-3134

那覇市 のぶ内科クリニック 前原　信人 902-0077
那覇市長田1-24-26　長田メディカ
ルビル1階

098-832-2266

那覇市 仲本病院 玉城　静 902-0061 那覇市古島１丁目22-1 098-885-3333
那覇市 仲本病院 玉城　仁 902-0061 那覇市古島１丁目22-1 098-885-3333

久米島町 球美の島診療所 吉村　純 901-3112 久米島町字真我里78 098-896-8036
久米島町 公立久米島病院 山田　洋太 901-3121 久米島町嘉手苅572-3 098-985-5555

粟国村
南部医療センター附属粟国診
療所

島袋　彰 901-3702 粟国村東573 098-988-2003

渡嘉敷村
県立南部医療センター・こども
医療センター附属
渡嘉敷診療所

次呂久　英太郎 901-3501 渡嘉敷村渡嘉敷277 098-987-2028

渡名喜村 渡名喜診療所 白水　雅彦 901-3601 渡名喜村 1916−1 098-989-2003
西原町 あいわクリニック 源河　圭一郎 903-0015 西原町字池田766-2 098-946-5558
西原町 ハートライフクリニック 荒川　幸弘 903-0101 西原町掛保久２８８ 098-882-0810

西原町
医療法人愛和会　介護老人保
健施設池田苑

国場　良和 903-0115 西原町字池田757番地 098-946-2000

西原町 （医）愛和会　あいわクリニック 宮城　聡 903-0115 西原町字池田766番地の2 098-946-5558

西原町
医療法人愛和会　あいわクリ
ニック

上原　稔 903-0115 西原町字池田766-2 098-946-5558

西原町 幸地クリニック 大島　誠行 903-0116 西原町幸地973番地 098-944-4165
西原町 玄米クリニック 森田　悦雄 903-0117 西原町字翁長834番地トムズビル 098-944-6663
西原町 しらかわ内科 新垣　民樹 903-0126 西原町字棚原248-1 098-944-3550
西原町 琉球大学医学部附属病院 武村　克哉 903-0215 西原町上原207 098-895-1331
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西原町 いちょう内科あ・し・と・み 安次富　聰 901-0416 西原町内間345-2 098-944-4444
与那原町 介護老人保健施設うりずん 仲嶺　時雄 901-1301 与那原町字板良敷1281-1 098-944-7000
与那原町 野原整形外科 野原　昌亮 901-1302 与那原町字与那原341-2 098-946-1010

与那原町
医療法人　和の会　与那原中
央病院

山里　將浩 901-1303 与那原町字与那原2905 098-945-8101

与那原町
（医）和の会与那原在宅ケアセ
ンター与那原在宅支援診療所

嶺井　悟 901-1303 与那原町字与那原1792-1 098-882-9300

与那原町
医療法人　和の会　与那原中
央病院

平良　博史 901-1303 与那原町字与那原2905 098-945-8101

与那原町
医療法人　和の会　与那原中
央病院

与儀　裕 901-1303 与那原町字与那原2905 098-945-8101

与那原町 与那原在宅支援診療所 真栄城　弘史 901-1303 与那原町字与那原1792番地1 098-882-9300
与那原町 中村医院 中村　義清 901-1303 与那原町与那原3066-1 098-945-2587
与那原町 与那原在宅支援診療所 富村　文彦 901-1303 与那原町字与那原1792-1 098-882-9300
南風原町 はえばる北クリニック 安里　千文 901-1103 南風原町字与那覇283番地 098-987-0011
南風原町 介護老人保健施設嬉野の園 平良　憲一 901-1105 南風原町字新川458-1 098-888-1268
南風原町 博愛病院 金城　博 901-1105 南風原町字新川485-1 098-889-4830
南風原町 はえばる耳鼻・咽喉科 江洲　浩明 901-1111 南風原町新川163 098-888-2233
南風原町 上里整形外科 上里　博光 901-1111 南風原町兼城401 098-888-2227
南風原町 大田胃腸科外科医院 大田　守弥 901-1111 南風原町字兼城225 098-889-0715

南風原町
介護老人保健施設　  かりゆし
の里

渡久地　政尚 901-1115 南風原町山川256-2 098-835-6607

南風原町 南風内科クリニック 照屋　諭 901-1117
南風原町字津嘉山1490番地メディ
カルプラザつかざん3F

098-888-2121

南風原町 沖縄県総合保健協会 比嘉　政昭 901-1192 南風原町字宮平212 098-889-6474
南風原町 沖縄第一病院 大城　清 901-1111 南風原町字兼城642-1 098-888-0123
南風原町 沖縄第一病院 宮城　信雄 901-1111 南風原町字兼城642-1 098-888-0123
南風原町 南部医療センター 松本　廣嗣 901-1193 南風原町新川118-1 098-888-0123

南風原町
沖縄県立南部医療センター・こ
ども医療センター

石原　興平 901-1193 南風原町字新川118-1 098-888-0123

南風原町 サマリヤ人病院 国吉　直美 901-1105 南風原町新川460 098-889-1328
豊見城市 介護老人保健施設　養生の里 池間　梢 900-0241 豊見城市字豊見城344-5 098-850-2161
豊見城市 伊佐内科クリニック 伊佐　勝憲 901-0201 豊見城市真玉橋281-1-4階 098-851-8828
豊見城市 とよみ眼科 今泉　綾子 901-0201 豊見城市真玉橋285-1-2階 098-987-4004
豊見城市 介護老人保健施設　桜山荘 石津　靖 901-0213 豊見城市字髙嶺111 098-856-1111
豊見城市 医）おもと会　大浜第二病院 我謝　道弘 901-0215 豊見城市字渡嘉敷150 098-851-0103
豊見城市 介護老人保健施設　はまゆう 上里　一雄 901-0215 豊見城市渡嘉敷150 098-851-0102
豊見城市 みやぎ内科 宮城　裕一 901-0223 豊見城市翁長869 098-988-6100
豊見城市 かでな内科医院 嘉手納　成之 901-0241 豊見城市豊見城753-2 098-850-5266
豊見城市 しいな整形外科 椎名　行夫 901-0242 豊見城市高安317-1 098-850-0417

豊見城市
（医）友愛会　介護老人保健施
設　友愛園

島袋　直哉 901-0243 豊見城市字上田25 098-856-4707

豊見城市 もりクリニック 森　俊和 901-0244 豊見城市字宜保293-1 098-856-1500
豊見城市 南部訪問診療所 伊良部　勇栄 901-0244 豊見城市宜保189-18-101号 098-850-6036
豊見城市 とよむファミリークリニック 伊佐　勉 901-0203 豊見城市字長堂375-6 098-851-1717
豊見城市 豊崎メディカルクリニック 下地　國浩 901-0223 豊見城市字翁長864-8 N'sビル 2F 098-856-1288
八重瀬町 やえせ整形外科 新井　弘一 901-0405 八重瀬町字伊覇258番地2 098-851-4888

八重瀬町
医療法人　スネイル会耳鼻咽
喉科やえせクリニック

中村　由起夫 901-0405 八重瀬町字伊覇304 098-998-1212

八重瀬町 東風平第一医院 甲斐田　和博 901-0411 八重瀬町字友寄42 098-998-6987
八重瀬町 介護老人保健施設　東風の里 野原　俊一 901-0411 八重瀬町字友寄891-1 098-998-9390
八重瀬町 東風の里 仲井間　憲昭 901-0411 八重瀬町字友寄891‐1 098-998-9390
八重瀬町 介護老人保健施設　東風の里 花城　久米夫 901-0411 八重瀬町字友寄891-1 098-998-9390
八重瀬町 南部得洲会病院 原田　宏 901-0493 八重瀬町字外間171-1 098-998-3221
南城市 ロコモクニリック南城 上原　敏則 901-0618 南城市玉城船越949-4 098-949-1155
南城市 みなみ野クリニック 外間　康男 901-1202 南城市大里字大里2584-2 098-945-8811

南城市
介護老人保健施設　おおざと信
和苑

伊藤　悦男 901-1204 南城市大里字稲嶺1014 098-946-8101

南城市 さしきクリニック 仲泊　正守 901-1414 南城市佐敷字津波古1008番地3 098-947-3331
南城市 普天間内科 普天間　稔 901-1414 南城市佐敷字津波古249番地 098-947-1162
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南城市 南城つはこクリニック 小山　信二 901-1414 南城市佐敷津波古433 098-947-3722
南城市 沖縄メディカル病院 狩俣　宏樹 901-1414 南城市佐敷字津波古西原2310 098-947-3555
南城市 沖縄刑務所医務課診療所 中口　秀次 901-1514 南城市知念字具志堅330番地 098-948-1096
糸満市 かみやクリニック 神谷　厚 901-0301 糸満市阿波根1552-2 098-995-3377
糸満市 豆の木クリニック 新垣　学 901-0302 糸満市字潮平764-1 098-995-3030

糸満市
医療法人自灯明会　南部整形
外科

大城　武 901-0302 糸満市字潮平714-2 098-994-1155

糸満市 豆の木クリニック 吉原　邦男 901-0302 糸満市字潮平764-1 098-995-3030
糸満市 健孝クリニック 大城　健孝 901-0302 糸満市字潮平714-2 098-994-1177

糸満市
医療法人　以和貴会　西崎クリ
ニック

名嘉　勝男 901-0305 糸満市西崎町3-379 098-994-7831

糸満市 西崎病院 名嘉　栄勝 901-0314 糸満市座波371-1 098-992-0055
糸満市 西崎病院 名嘉　圭代 901-0314 糸満市座波371-1 098-992-0055

糸満市
医療法人以和会　介護老人保
健施設サクラビア

坂梨　又郎 901-0314 糸満市字座波371-1 098-994-8749

糸満市 勝連病院 盛島　明浩 901-0331 糸満市真栄平１０２６ 098-997-3104
糸満市 沖縄徳洲会　ひめゆりクリニッ 河野　秀幸 901-0344 糸満市字伊原107-1 098-997-3702
糸満市 ひめゆりクリニック 玉城　利昭 901-0344 糸満市伊原107-1 098-997-3702
糸満市 糸満協同診療所 上原　幸盛 901-0361 糸満市字糸満1946 098-992-3920
糸満市 みんなのクリニック 宮城　剛 901-0362 糸満市字真栄里2029-11 098-840-3733
糸満市 友愛会南部病院 笹良　剛史 901-0362 糸満市字真栄里870 098-994-0501

◇宮古圏域
市町村名 医療機関・施設名 氏名 〒 住所 電話番号
宮古島市 宮古南静園 池間　出 906-0003 宮古島市平良字島尻888 0980-72-5321
宮古島市 宮古南静園 新城　日出郎 906-0003 宮古島市平良字島尻888 0980-72-5321
宮古島市 国立療養所宮古南静園 恩河　尚清 906-0003 宮古島市平良字島尻888 0980-72-5321
宮古島市 県立宮古病院 知念　一 906-0007 宮古島市平良字東仲宗根807 0980-72-3151
宮古島市 県立宮古病院 本永　英治 906-0007 宮古島市平良字東仲宗根807 0980-72-3151
宮古島市 宮古休日・夜間救急診療所 藤川　栄吉 906-0007 宮古島市平良字東仲宗根807-5 0980-72-2008
宮古島市 県立宮古病院 滝川　有人 906-0007 宮古島市平良字東仲宗根807 0980-72-3151
宮古島市 県立宮古病院 森園　修一郎 906-0007 宮古島市平良字東仲宗根807 0980-72-3151
宮古島市 宮古島リハビリ温泉病院 宇山　正 906-0011 宮古島市平良東仲宗根添1898-7 0980-73-0800
宮古島市 宮古島リハビリ温泉病院 原　正浩 906-0011 宮古島市平良東仲宗根添1898-7 0980-73-0800
宮古島市 中村循環器科・内科 中村　貢 906-0012 宮古島市平良字西里350 0980-72-2228
宮古島市 砂川整形外科医院 砂川　隆治 906-0012 宮古島市平良字西里352 0980-72-2336
宮古島市 砂川内科医院 下地　美幸 906-0012 宮古島市平良西里796-3 0980-73-0037
宮古島市 うむやすみゃあす・ん診療所 竹井　太 906-0013 宮古島市平良字下里1477-4 0980-73-3854
宮古島市 下地内科医院 下地　常之 906-0013 宮古島市平良字下里1269-1 0980-72-9068
宮古島市 下地眼科 下地　輝子 906-0013 宮古島市平良字下里577-1 0980-73-2228
宮古島市 みやぎMsクリニック 宮城　博子 906-0015 宮古島市平良字久貝1068-15 0980-75-0722
宮古島市 ドクターゴン診療所 久島　和洋 906-0203 宮古島市上野字宮国746-17 0980-76-2788
宮古島市 下地診療所 打出　啓二 906-0304 宮古島市下地字上地634-1 0980-74-7878
宮古島市 下地診療所 鈴木　全 906-0304 宮古島市下地字上地634-1 0980-74-7878
宮古島市 下地診療所 後閑　大 906-0304 宮古島市下地字上地634-1 0980-74-7878
宮古島市 ふじ胃腸科医院 宮里　不二雄 906-1003 宮古島市平良字下里851-9 0980-72-1501
宮古島市 砂辺中央クリニック 下地　晃 906-0104 宮古島市城辺比嘉628-5 0980-77-4693

◇八重山圏域
市町村名 医療機関・施設名 氏名 〒 住所 電話番号

石垣市
介護老人保健施設　いしがき太
陽の里

伊藤　敏明 907-0001 石垣市大浜1349-81 0980-82-0011

石垣市 大浜診療所 鈴木　光 907-0001 石垣市字大浜36番地 0980-87-5093
石垣市 石垣島德洲会病院 木村　聡 907-0001 石垣市字大浜南大浜446番地1 0980-88-0123
石垣市 にいむら内科胃腸科クリニック 新村　政昇 907-0002 石垣市真栄里243-1 0980-83-7771
石垣市 下地脳神経外科 岡本　昌子 907-0004 石垣市登野城660-2 0980-88-7300
石垣市 万年青耳鼻咽喉科クリニック 安藤　由美子 907-0004 石垣市登野城1254-1 0980-87-7172
石垣市 博愛医院 石垣　吉春 907-0022 石垣市大川179-7 0980-82-3170
石垣市 県立八重山病院 與那覇　博康 907-0022 石垣市大川736 0980-83-2525
石垣市 県立八重山病院 中元　幸治 907-0022 石垣市大川736 0980-83-2525
石垣市 上原内科医院 上原　秀政 907-0022 石垣市大川579-5 0980-88-7068
石垣市 沖縄県立八重山病院 今村　昌幹 907-0022 石垣市大川732 0980-83-2525
石垣市 宮良内科胃腸科医院 宮良　善雄 907-0024 石垣市新川27 0980-82-4181
石垣市 与那覇医院 与那覇　朝弘 907-0024 石垣市新川2287-35 0980-83-4781
石垣市 介護老人保健施設　聖紫花の 野村　義信 907-0024 石垣市新川2127番地の2 0980-83-5898

石垣市
医療法人　ゆいまーるよなは医
院

与那覇　朝樹 907-0024 石垣市字新川2287番地の35 0980-83-4781

竹富町
県立八重山病院附属大原診療
所

深谷　幸雄 907-1434 竹富町字南風見201-131 0980-85-5516

竹富町 竹富町立竹富診療所 寺内　貴廣 907-1101 竹富町字竹富323 0980-85-2132
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