
平成31年2月19日現在
市町村 医療機関名 郵便番号 住所
1 石垣市 よしもとこどもクリニック 907-0004 沖縄県石垣市登野城１０２４番地１
2 石垣市 くろしま整形外科 907-0004 石垣市登野城１０１６－１
3 石垣市 下地第２脳神経外科 907-0024 石垣市　新川　１６９５－１２３
4 石垣市 小田内科医院 907-0004 石垣市登野城319番地2　メゾン32　1-Ａ号室
5 浦添市 バークレー整形外科スポーツクリニック 901-2104 浦添市当山二丁目２番１１－２０１号
6 浦添市 ぐるんぱ小児科心臓科クリニック 901-2104 浦添市当山２－２－１１　４Ｆ
7 浦添市 まちなと小児クリニック 901-2131 浦添市牧港２丁目４６番１２号メディカルプラザ牧港４階
8 浦添市 医療法人八重瀬会　同仁病院 901-2133 浦添市城間１丁目３７番１２号
9 うるま市 あさと整形クリニック 904-1106 うるま市石川　１－１６－１６
10 うるま市 石川医院 904-1106 うるま市石川二丁目２１－５
11 うるま市 しろま内科クリニック 904-2225 うるま市喜屋武手振原５４６－１（１Ｆ）
12 うるま市 ちねん小児科 904-2243 うるま市字宮里２６２－１８
13 うるま市 とくだ心療内科 904-2244 うるま市江洲５４７番地２
14 うるま市 江洲整形外科クリニック 904-2244 うるま市江洲５９８番地４　（２階）
15 うるま市 あかみちクリニック 904-2245 うるま市字赤道３６９番地
16 うるま市 カヨウ眼科 904-1105 うるま市石川白浜２丁目１３番１２号
17 うるま市 しらはま内科 904-1105 うるま市石川白浜１丁目２－３
18 沖縄市 三愛眼科 904-0034 沖縄市山内１丁目３番２８号
19 沖縄市 いまい整形外科医院 904-2143 沖縄市　　字知花　６‐２３‐２２
20 沖縄市 ファミリーメンタルクリニック 904-2143 沖縄市　　知花　６‐４０‐３
21 沖縄市 女性内科　オレンジ 904-2161 沖縄市古謝津嘉山町３０番２２号武ハウス１号室
22 沖縄市 ともり耳鼻咽喉科 904-2171 沖縄市　　高原　７丁目３１番５号
23 沖縄市 いくみ皮ふ科クリニック 904-2173 沖縄市比屋根六丁目２７番１７号　２Ｆ
24 嘉手納町 ロクト整形Ｊ２ 904-0202 嘉手納町　字屋良１０６３番１
25 宜野湾市 西平医院 901-2205 宜野湾市赤道２丁目２番２号
26 宜野湾市 うえはらこどもクリニック 901-2212 宜野湾市　長田　１丁目２６番１９号
27 宜野湾市 長濱眼科 901-2227 宜野湾市字宇地泊７０１　（１Ｆ）
28 宜野湾市 じのん整形外科クリニック 901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊８２０番地
29 宜野湾市 みみとはなの和クリニック 901-2227 宜野湾市　宇地泊　７０１
30 宜野湾市 沖縄形成外科クリニック 901-2225 宜野湾市大謝名５丁目６－１　崎間ビル　１Ｆ
31 金武町 KINスポーツ・整形クリニック 904-1201 金武町金武１０９１２番地
32 竹富町 竹富町立竹富診療所 907-1101 竹富町字竹富３２３
33 北谷町 しんはま耳鼻科・形成外科・しんはま皮ふ科 904-0102 北谷町伊平２５０番地
34 北谷町 あゆみ眼科 904-0103 北谷町桑江１１０番地
35 北谷町 砂辺クリニック 904-0113 北谷町　　字　宮城　１－４３
36 北谷町 もりなが内科　小児科クリニック 904-0115 沖縄県中頭郡北谷町美浜２－７－４
37 豊見城市 上地歯科・耳鼻咽喉科 901-0231 豊見城市字我那覇４７６番地１
38 中城村 やすらぎクリニック 901-2424 中城村南上原　７５０
39 今帰仁村 北山病院 905-0428 今帰仁村　字今泊　２８０
40 名護市 琉球未来クリニック 905-0009 名護市宇茂佐の森５－５－８
41 名護市 シーサークリニック 905-0011 名護市宮里５－１５－１５島津ビル１Ｆ
42 名護市 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
43 名護市 大兼久医院 905-0013 名護市　　名護市城一丁目１番１３号
44 那覇市 あかりクリニック 900-0004 那覇市銘苅３０３番メディカルヒルズめかるビル２階
45 那覇市 上原しんとしん皮フ科 900-0006 那覇市　　おもろまち１丁目６番地１
46 那覇市 ひろ耳鼻科皮膚科形成外科 900-0011 那覇市上之屋１－１８－３６沖縄映像ビルセンター２Ｆ
47 那覇市 泊整形外科 900-0012 那覇市泊２－６－１（２Ｆ）
48 那覇市 形成外科　ＫＣ 900-0015 那覇市久茂地２－２－２タイムスビル６階
49 那覇市 Ａｚクリニック 900-0026 那覇市奥武山町４６番地りゅうとうビル２階
50 那覇市 ロクト整形Ａｚ 900-0026 那覇市奥武山町４６番地５階
51 那覇市 ひかりクリニック 900-0032 那覇市松山２丁目１番１２合人社那覇松山ビル５階
52 那覇市 おろく皮フ科クリニック 901-0152 那覇市小禄　５－１３－１たかよしビル１Ｆ
53 那覇市 はざま胃腸科内科クリニック 901-0153 沖縄県那覇市宇栄原６５４
54 那覇市 ゆめクリニック 901-0154 那覇市赤嶺二丁目３番地１（１０１）
55 那覇市 さわやか整形クリニック 901-0156 那覇市　　田原３－１２－４
56 那覇市 医療法人寿仁会　クリニック絆 902-0064 那覇市　　寄宮二丁目１番１８号
57 那覇市 浦崎整形外科クリニック 902-0065 那覇市壺屋　２－１４－２４
58 那覇市 さわやか耳鼻咽喉科 902-0071 那覇市　　繁多川３丁目６番２６号幸徳ビルディングＢ号室
59 那覇市 金城町皮フ科 902-0071 那覇市　　繁多川　３－６－２６
60 那覇市 はらクリニック 902-0077 那覇市長田１－６－１
61 那覇市 のどかな耳鼻咽喉科 902-0077 那覇市長田１－４－１０　（２Ｆ）
62 那覇市 ホロス養生クリニック末吉庵 903-0801 那覇市首里末吉町４－１－２１宮城ビル１階
63 那覇市 親泊内科 903-0812 那覇市　　首里当蔵町２丁目１４番地
64 那覇市 幸地診療所 903-0825 那覇市首里　山川町　１丁目　７３
65 那覇市 協同にじクリニック 900-0024 那覇市古波蔵4-113-3
66 那覇市 あなはクリニック 900-0013 那覇市牧志2-23-9　SINKA牧志ビル3階
67 那覇市 がきやクリニック 902-0077 那覇市長田2-25-14
68 西原町 にしはら皮フ科 903-0118 西原町　　字小波津３番地の５
69 南風原町 えびす耳鼻科 901-1103 南風原町　字与那覇２８３メディカルプラザはえばる３Ｆ
70 南風原町 ウイメンズメンタルクリニックみなみ 901-1105 南風原町新川５０７番地の１
71 南風原町 つかやま内科 901-1117 南風原町津嘉山１６７４
72 宮古島市 国立療養所　宮古南静園 906-0003 宮古島市平良字　島尻　８８８
73 宮古島市 医）真寿会　真喜屋精神神経科医院 906-0005 宮古島市平良字西原２２５１‐５
74 宮古島市 くらはし整形外科クリニック 906-0012 宮古島市平良字西里　７８２－１
75 宮古島市 ドクターゴン四島診療所 906-0012 宮古島市平良西里２６７番地

76 宮古島市 ひが小児科医院 906-0012 宮古島市平良字西里　７８１－５

77 宮古島市 レオクリニック 906-0013 沖縄県宮古島市平良下里１５７８－８番地

78 宮古島市 砂川眼科医院 906-0015 宮古島市平良字久貝１０６４－１０－１

79 宮古島市 医療法人一二三会　こうむら眼科 906-0015 宮古島市平良字久貝１０６４－１０－１
80 宮古島市 ドクターゴン診療所 906-0203 宮古島市上野字宮国７４６－１７
81 与那原町 あおぞら小児科 901-1302 与那原町　字上与那原　３４０番地の１
82 与那原町 上よなばるクリニック 901-1302 与那原町上与那原４６４番地
83 与那原町 まつだクリニック 901-1303 与那原町　与那原３６７８
84 与那原町 又吉皮フ科 901-1303 与那原町　与那原　１０２１
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