
曙クリニック 900-0002 沖縄県那覇市曙3-20-14 098-863-5858 ○

仲本内科・小児科 900-0004 沖縄県那覇市銘苅3-15-3 098-860-1835 ○

平田胃腸科内科 900-0004 沖縄県那覇市銘苅3-22-33 098-869-7272 ○

かつれん内科クリニック 900-0004 沖縄県那覇市銘苅3-9-18 098-860-8615 ○

医療法人ミラソル　のはら元氣クリ
ニック

900-0004 沖縄県那覇市銘苅3-21-21 098-867-0012 ○

医療法人徳洲会　新都心クリニック 900-0004 沖縄県那覇市銘苅2-2-1 098-860-0386 ○

さきはら内科 900-0004
沖縄県那覇市字銘苅303 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋ
ﾙｽﾞめかるﾋﾞﾙ2F

098-988-3559 ○

若水クリニック 900-0005 沖縄県那覇市天久1-7-8 098-869-5005 ○

医）おもと会　大浜第一病院 900-0005 沖縄県那覇市天久1000 098-866-5171 ○ ○ ○

ながた内科クリニック 900-0005 沖縄県那覇市天久2-19-15 098-869-1024 ○

ともり内科循環器科 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4-19-8 098-868-5888 ○

愛和ファミリークリニック 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち3-6-3 098-941-7255 ○

新垣クリニック 900-0012 沖縄県那覇市泊1-13-1 098-864-1330 ○

医療法人ふたば会　仲地胃腸内科
クリニック

900-0012 沖縄県那覇市泊2-6-10 2階 098-866-3232 ○

はいさいクリニック 900-0012 沖縄県那覇市泊2丁目18-11 098-860-1813 ○

石川外科クリニック 900-0013 沖縄県那覇市牧志3-9-18 098-869-0330 ○

けいわクリニック 900-0013
沖縄県那覇市牧志2-17-12 いとみ
ね会館1階

098-951-3759 ○

仲原漢方クリニック 900-0013 沖縄県那覇市牧志2-18-27 098-868-2367 ○

松島内科クリニック 900-0014 沖縄県那覇市松尾1-4-11 098-866-6289 ○

平良クリニック 900-0014 沖縄県那覇市松尾2-16-43 098-863-7110 ○

医療法人善立会　まつおＴＣクリニッ
ク

900-0014
沖縄県那覇市松尾2丁目2番25-4
号

098-861-8006 ○

那覇民主診療所 900-0014 沖縄県那覇市松尾2-17-34 098-880-9620 ○

Ｊｏｙレディースクリニックくもじ 900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-8-16 098-943-2500 ○

新健幸クリニック 900-0015
沖縄県那覇市久茂地2-11-18 2.3
階

098-861-5700 ○

仲松内科クリニック 900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-13-3 098-861-3875 ○
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石川産婦人科 900-0021 沖縄県那覇市泉崎2-20-2 098-832-3351 ○

古謝内科医院 900-0021 沖縄県那覇市泉崎2-7-2 098-855-2130 ○

医療法人沖縄聖蹟会　ライフケアク
リニック那覇

900-0021
沖縄県那覇市泉崎2-3-8 ﾛｲﾔﾙﾊｲ
ﾂ泉崎4F

098-832-1721 ○

医療法人友英会　友寄クリニック 900-0021 沖縄県那覇市泉崎2-2-6 098-855-0852 ○

山城整形外科眼科医院 900-0022 沖縄県那覇市樋川1-18-22 098-836-1100 ○ ○ ○

医療法人雄光会　山城消化器内科
医院

900-0022 沖縄県那覇市樋川1-18-22 098-832-3055 ○

脳外科クリニックくだ 900-0022
沖縄県那覇市樋川2-1-37 なかもと
ﾋﾞﾙ3階

098-834-2700 ○

知念医院 900-0022
沖縄県那覇市樋川2-9-1 ﾘﾊﾞｰｻｲ
ﾄﾞかみはら103

098-832-1241 ○

あらかき内科クリニック 900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-3-64 2F 098-851-7828 ○

開邦クリニック 900-0024 沖縄県那覇市古波蔵2-4-14 098-832-3259 ○

かなしろ内科 900-0024 沖縄県那覇市古波蔵1-1-6 098-832-7080 ○

医療法人徳洲会　こくらクリニック 900-0024 沖縄県那覇市古波蔵3-8-28 098-855-1020 ○

川平病院 900-0024 沖縄県那覇市古波蔵3-5-25 098-836-1101 ○

にこにこ整形外科医院 900-0025 沖縄県那覇市壷川2-11-2 098-836-4807 ○

医療法人八重洲クリニック 900-0032 沖縄県那覇市松山2-23-13 098-861-8618 ○

伊集内科医院 900-0033 沖縄県那覇市久米2-10-15 098-864-1188 ○

一般社団法人那覇市医師会　生活
習慣病検診センター

900-0034 沖縄県那覇市東町26-1 098-868-9331 ○ ○ ○

西町クリニック 900-0036 沖縄県那覇市西3-4-1 098-867-0010 ○

医療法人祥杏会　おもろまちメディ
カルセンター

900-8556 沖縄県那覇市上之屋1-3-1 098-867-2116 ○

あじとみクリニック 901-0145 沖縄県那覇市高良1-10-7 1F 098-859-5888 ○

医療法人十全会おおうらクリニック 901-0145 沖縄県那覇市高良3-5-22 098-859-1941 ○

かいせいクリニック 901-0147 沖縄県那覇市宮城1-18-1 3階 098-858-5577 ○

医療法人禄寿会　小禄病院 901-0152 沖縄県那覇市字小禄547-1 098-857-8713 ○ ○ ○

てるきな内科胃腸科医院 901-0152 沖縄県那覇市小禄5-14-5 098-858-5005 ○

医療法人医心会　さつきクリニック 901-0153 沖縄県那覇市宇栄原1-18-23 098-857-1500 ○
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うえばるクリニック 901-0153 沖縄県那覇市宇栄原678番地 098-852-0037 ○

はざま胃腸内科クリニック 901-0153 沖縄県那覇市宇栄原654 098-859-1352 ○

しんじょうクリニック 901-0153 沖縄県那覇市宇栄原6-1-3 098-859-7072 ○

医療法人那覇西会　那覇西クリニッ
ク

901-0154 沖縄県那覇市赤嶺2-1-9 098-858-5557 ○

おろくハートクリニック 901-0154 沖縄県那覇市赤嶺1-12-2 2階 098-852-8080 ○

たばる内科胃腸科 901-0155 沖縄県那覇市金城5-3-1 098-858-0005 ○

かなぐすくクリニック 901-0155 沖縄県那覇市字金城5-16-13 098-857-7788 ○

医療法人　俊成会　守礼クリニック 901-0156 沖縄県那覇市田原3-3-7 098-858-9615 ○

いらはクリニック 901-0156 沖縄県那覇市田原1-9-2 098-859-5566 ○

とよみクリニック 901-0201 沖縄県豊見城市字真玉橋123 098-856-5700 ○

伊佐内科クリニック 901-0201 沖縄県豊見城市真玉橋285-1-4F 098-851-8828 ○

とよむファミリークリニック 901-0203 沖縄県豊見城市長堂375-6 098-851-1717 ○

かかず内科クリニック 901-0205 沖縄県豊見城市字根差部589-5 098-851-8774 ○

松岡医院 901-0213 沖縄県豊見城市字高嶺395-56 098-850-7977 ○

みやぎ内科 901-0223 沖縄県豊見城市字翁長869 098-988-6100 ○

豊崎メディカルクリニック 901-0223 沖縄県豊見城市翁長864-8 2階 098-856-1288 ○ ○

豊見城中央病院附属健康管理セン
ター

901-0225 沖縄県豊見城市字豊崎3-49 098-852-2000 ○ ○ ○

かでな内科医院 901-0241 沖縄県豊見城市字豊見城753-2 098-850-5266 ○

とくとくクリニック 901-0241 沖縄県豊見城市豊見城444-2 098-851-0277 ○

朋友クリニック 901-0243 沖縄県豊見城市字上田1-17 098-840-2288 ○

豊見城中央病院 901-0243 沖縄県豊見城市字上田25 098-851-0501 ○

空と海とクリニック 901-0244 沖縄県豊見城市字宜保370 098-840-2000 ○

もりクリニック 901-0244 沖縄県豊見城市字宜保293-1(2階) 098-856-1500 ○

うえず内科クリニック 901-0244 沖縄県豊見城市字宜保2-7-1 098-891-6688 ○

とよみ生協病院 901-0293 沖縄県豊見城市字真玉橋593-1 098-850-9003 ○ ○ ○
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かみやクリニック 901-0301 沖縄県糸満市字阿波根1552-2 098-995-3377 ○

豆の木クリニック 901-0302 沖縄県糸満市字潮平764-1 098-995-3030 ○ ○ ○

みなみしまクリニック 901-0302 沖縄県糸満市字潮平787-17 098-840-3730 ○

がじまる診療所 901-0305 沖縄県糸満市西崎2-26-6 098-851-3347 ○

西崎病院健康管理センター 901-0314 沖縄県糸満市字座波371-1 098-992-0089 ○

ひめゆりクリニック 901-0344 沖縄県糸満市字伊原107-1 098-997-3702 ○

みんなのクリニック 901-0362 沖縄県糸満市字真栄里2029-11 098-840-3733 ○

糸満協同診療所 901-0364 沖縄県糸満市字潮崎町2-1-10 098-992-3920 ○

やえせ整形外科 901-0405 沖縄県八重瀬町字伊覇258-2 098-851-4888 ○

緑クリニック 901-0416 沖縄県八重瀬町字宜次721-11 098-835-7722 ○

南部徳洲会病院 901-0493 沖縄県八重瀬町字外間171-1 098-998-0309 ○ ○ ○

合同会社　ヘルスサポートラボ 901-0616 沖縄県南城市玉城字前川165番地 098-975-7311 ○ ○

ロコモクリニック南城 901-0618 沖縄県南城市玉城字船越949-4 098-949-1155 ○

那覇内視鏡クリニック 901-1105 沖縄県南風原町字新川217-4-2F 098-940-6060 ○

上里整形外科 901-1111 沖縄県南風原町字兼城401 098-888-2227 ○

一日橋医院 901-1111 沖縄県南風原町字兼城497-1 098-889-7387 ○

吉クリニック 901-1114 沖縄県南風原町字神里495 098-888-5552 ○

比嘉胃腸科内科 901-1116 沖縄県南風原町字照屋362 098-882-7000 ○

てるや整形外科 901-1117 沖縄県南風原町津嘉山1595 098-888-3636 ○

南風内科クリニック 901-1117 沖縄県南風原町字津嘉山1490-3F 098-888-2121 ○

つかざんクリニック 901-1117 沖縄県南風原町字津嘉山1315-1 098-888-6789 ○

沖縄県健康づくり財団附属診療所 901-1192 沖縄県南風原町字宮平212 098-889-6474 ○ ○ ○

みなみ野クリニック 901-1208 沖縄県南城市大里字平良2584-2 098-945-8811 ○

与那原中央病院 901-1303 沖縄県与那原町字与那原2905 098-945-8101 ○ ○ ○

ながみね内科 901-1303 沖縄県与那原町字与那原1121 098-882-0777 ○
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中村内科クリニック 901-1303 沖縄県与那原町字与那原3068-1 098-945-2587 ○

なかだ内科クリニック 901-1304 沖縄県与那原町東浜93-3 098-944-2211 ○

南城つはこクリニック 901-1414 沖縄県南城市佐敷字津波古433 098-947-3722 ○ ○ ○

沖縄メディカル病院 901-1414
沖縄県南城市佐敷字津波古西原
2310

098-947-3555 ○

かじまやークリニック 901-2102 沖縄県浦添市字前田997 098-871-0818 ○

具志堅循環器・内科 901-2102 沖縄県浦添市前田1152-1 098-875-0007 ○

城間クリニック 901-2102 沖縄県浦添市前田564-1 098-878-8213 ○

まえだクリニック 901-2102 沖縄県浦添市前田1-48-8 098-917-5542 ○

浦西医院 901-2104 沖縄県浦添市当山2-9-3 098-878-7070 ○

バークレー内科 901-2104 沖縄県浦添市当山2-2-11-301 098-875-0890 ○

稲福内科医院 901-2111 沖縄県浦添市経塚633番地1階 098-988-4556 ○

さくだ内科クリニック 901-2111 沖縄県浦添市経塚585-1 098-878-2500 ○

あかみねクリニック 901-2112 沖縄県浦添市沢岻2-1-1 098-873-0071 ○

嶺井第一病院 901-2113 沖縄県浦添市大平466 098-877-5806 ○

丸勝中央クリニック 901-2113 沖縄県浦添市大平1-28-1 098-878-5500 ○

徳山内科医院 901-2113 沖縄県浦添市大平1-1-11 098-875-8700 ○

浦添医院 901-2113 沖縄県浦添市大平3-16-10 098-878-7381 ○

浦添中央医院 901-2114 沖縄県浦添市安波茶1-21-27 098-877-1611 ○

末吉内科外科胃腸科医院 901-2121 沖縄県浦添市内間4-1-18 098-878-2271 ○

かりまた内科医院 901-2121 沖縄県浦添市内間4-23-21 098-878-5126 ○

なかそね内科・循環器科 901-2121 沖縄県浦添市内間4-1-2 098-874-1155 ○

浦添協同クリニック 901-2126 沖縄県浦添市宮城3-1-5 098-870-8060 ○

下地内科 901-2126 沖縄県浦添市宮城4-2-1 098-874-7007 ○

みやざと内科クリニック 901-2126 沖縄県浦添市宮城2-17-1 098-875-7000 ○

しみず胃腸内科２１ 901-2126
沖縄県浦添市宮城6-1-15 浦添ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ3F

098-879-0021 ○
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キンザー前クリニック 901-2126 沖縄県浦添市宮城1-29-1 1F 098-963-9010 ○

牧港中央病院 901-2131 沖縄県浦添市字牧港1199 098-877-0575 ○

徳山クリニック 901-2131 沖縄県浦添市牧港2-46-12-102 098-942-1001 ○

まちなと内科在宅クリニック 901-2131 沖縄県浦添市牧港2-46-8 098-875-8888 ○

名嘉村クリニック 901-2132 沖縄県浦添市伊祖4-2-1-201 098-870-6600 ○ ○ ○

浦添総合病院健診センター 901-2132 沖縄県浦添市伊祖3-42-15 0570-010-986 ○ ○ ○

みやぎ内科循環器科ファミリークリ
ニック

901-2132 沖縄県浦添市伊祖2-3-6-1 098-871-3088 ○

砂辺　腎・泌尿器科 901-2132 沖縄県浦添市伊祖2-2-5 098-943-7773 ○

サンパーク胃腸内科クリニック 901-2132
沖縄県浦添市伊祖2-1-3 ﾒﾃﾞｶﾙﾌﾟ
ﾚｲｽ伊祖5F

098-878-3511 ○

同仁病院 901-2133 沖縄県浦添市城間1-37-12 098-876-2212 ○ ○ ○

内科・小児科なかざとクリニック 901-2133 沖縄県浦添市城間3-2-2 098-875-1126 ○

ひがハートクリニック 901-2134 沖縄県浦添市港川2-23-2 098-875-4810 ○

医療法人　悠々会　池原外科胃腸
科医院

901-2201 沖縄県宜野湾市新城2ｰ40ｰ27 098-893-1531 ○

よなみね内科 901-2202 沖縄県宜野湾市普天間2ｰ4ｰ5 098-894-1000 ○

西平医院 901-2205 沖縄県宜野湾市赤道2ｰ2ｰ2 098-896-1116 ○ ○ ○

愛知クリニック 901-2206 沖縄県宜野湾市字愛知1-2-12 098-892-3511 ○

医療法人　緑水会　宜野湾記念病
院

901-2211 沖縄県宜野湾市宜野湾3ｰ3ｰ13 098-893-2101 ○ ○

医療法人　富丘会　おやかわクリ
ニック

901-2212 沖縄県宜野湾市長田1ｰ29ｰ1 098-893-5511 ○

独立行政法人国立病院機構　沖縄
病院

901-2214 沖縄県宜野湾市我如古3-20-14 098-898-2121 ○

医療法人　真栄原会　神元内科医
院

901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3ｰ5ｰ3 098-898-6631 ○

まえはら内科 901-2215 沖縄県宜野湾市真栄原3ｰ19ｰ8 098-870-2807 ○

医療法人　いとむクリニック 901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐1-10-9 098-898-5856 ○

医療法人　アース　サンクリニック 901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐2ｰ9ｰ35 098-898-3370 ○

愛誠園クリニック 901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐3-26-8 098-898-4141 ○

医療法人　のぞみ会　宮城医院 901-2223 沖縄県宜野湾市野嵩1ｰ10ｰ11 098-893-7777 ○
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統合医療センタークリニックぎのわん 901-2223 沖縄県宜野湾市大山7ｰ7ｰ22 098-890-1213 ○

医療法人　球陽会　海邦病院 901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜2ｰ23ｰ5 098-898-2111 ○

古堅ウィメンズクリニック 901-2225 沖縄県宜野湾市大謝名165 098-890-1600 ○

医療法人　順和会　喜屋武内科クリ
ニック

901-2226 沖縄県宜野湾市嘉数2-1-1 098-890-7715 ○

医療法人　うりずんの会　かりゆしクリ
ニック

901-2226 沖縄県宜野湾市嘉数4ｰ25-15 098-898-0555 ○

光クリニック 901-2226
沖縄県宜野湾市嘉数2-2-1 広栄ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F

098-898-2233 ○

ねたて内科クリニック 901-2226 沖縄県宜野湾市嘉数1ｰ22ｰ5 098-890-1500 ○

医療法人徳洲会　中部徳洲会病院 901-2300 沖縄県北中城村字比嘉801番地 098-932-7555 ○

仲舛内科 901-2301 沖縄県北中城村字島袋534ｰ12 098-933-2631 ○

医療法人　新緑会　屋宜原病院 901-2304 沖縄県北中城村字屋宜原722 098-933-1574 ○

医療法人　アガベ会　ファミリークリ
ニックきたなかぐすく

901-2311 沖縄県北中城村字喜舎場360-1 098-935-5517 ○

医療法人アガペ会　北中城若松病
院

901-2395 沖縄県北中城村字大城311 098-935-2277 ○

医療法人もりくに　わくさん内科 901-2405 沖縄県中城村字屋宜597-13 098-895-1900 ○

今井内科医院 901-2424
沖縄県中城村字南上原620-1-33-
5

098-988-9946 ○

海風クリニック 901-2424 沖縄県中城村字南上原1005-2 098-870-3322 ○

社会医療法人　かりゆし会ハートライ
フ病院

901-2492 沖縄県中城村字伊集208 098-870-3730 ○ ○ ○

球美の島診療所 901-3112 沖縄県久米島町真我里78 098-896-8036 ○

公立久米島病院 901-3121 沖縄県久米島町字嘉手苅572-3 098-985-5555 ○

医療法人はごろも会　仲本病院 902-0061 沖縄県那覇市古島1-22-1 098-885-3333 ○

医療法人麻の会　首里城下町クリ
ニック第一

902-0062 沖縄県那覇市松川3-18-30 098-885-5000 ○

医療法人社団輔仁会　輔仁クリニッ
ク

902-0062 沖縄県那覇市字松川301 098-885-6605 ○

ヒルズガーデンクリニック 902-0062 沖縄県那覇市松川20-1 098-885-0333 ○

岸本整形リハビリクリニック 902-0062 沖縄県那覇市松川441 098-885-5550 ○

三原内科クリニック 902-0063 沖縄県那覇市三原2-30-5 098-836-3111 ○

がなは医院 902-0063 沖縄県那覇市三原1-28-12 098-832-3235 ○
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前田胃腸科医院 902-0063 沖縄県那覇市三原2-15-12 098-832-4889 ○

医療法人寿仁会　クリニック絆 902-0064 沖縄県那覇市寄宮2-1-18 098-854-5531 ○

大原医院 902-0064 沖縄県那覇市寄宮3-12-12 098-854-0211 ○

医療法人善政会　新川クリニック 902-0065 沖縄県那覇市壺屋1-2-16 098-863-1511 ○

一般財団法人琉球生命済生会　琉
生病院

902-0066 沖縄県那覇市字大道56 098-885-5131 ○ ○ ○

医療法人陽心会　メディカルプラザ
大道中央

902-0066 沖縄県那覇市字大道123 098-886-5678 ○ ○ ○

医療法人陽心会大道中央病院 902-0067 沖縄県那覇市安里1-1-37 098-869-0005 ○ ○ ○

医）おもと会　クリニック安里 902-0067 沖縄県那覇市安里1-7-3 098-861-5050 ○

又吉内科クリニック 902-0067
沖縄県那覇市安里2-9-8 ｻﾝｽﾃｰ
ｼｮﾝﾋﾞﾙ1F

098-866-0007 ○

嶺井医院 902-0067 沖縄県那覇市字安里398 098-887-7646 ○

なかよし内科クリニック 902-0068 沖縄県那覇市真嘉比2-29-28 098-887-3333 ○

医療法人想思樹会　安木内科 902-0068 沖縄県那覇市真嘉比3-13-3 098-882-4300 ○

みやら内科クリニック 902-0068 沖縄県那覇市真嘉比1-7-1 2F 098-886-5858 ○

白井クリニック 902-0072 沖縄県那覇市真地52-3 098-833-6500 ○

嘉数胃腸科外科医院 902-0074 沖縄県那覇市仲井真379-2 098-832-1111 ○

古謝泌尿器科クリニック 902-0075 沖縄県那覇市国場372 098-853-8866 ○

こくら台ハートクリニック 902-0075 沖縄県那覇市字国場1169-20 098-855-8810 ○

医療法人寿仁会　沖縄セントラル病
院

902-0076 沖縄県那覇市与儀1-26-6 098-854-5511 ○ ○ ○

ましどり整形外科 902-0076 沖縄県那覇市与儀2-4-23 098-854-6215 ○

沖縄赤十字病院 902-0076 沖縄県那覇市与儀1-3-1 098-853-3134 ○ ○ ○

医療法人　神谷医院 902-0077 沖縄県那覇市長田1-12-35 098-834-0128 ○

がきやクリニック 902-0077 沖縄県那覇市長田2-25-14 098-832-8801 ○

のぶ内科クリニック 902-0077 沖縄県那覇市長田1-24-26 1F 098-832-2266 ○

医療法人明峰会　真玉橋クリニック 902-0078 沖縄県那覇市識名1316-3 098-836-0123 ○

地方独立行政法人　那覇市立病院 902-8511 沖縄県那覇市古島2-31-1 098-884-5111 ○ ○ ○
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社会医療法人　かりゆし会　ハートラ
イフクリニック

903-0101 沖縄県西原町掛保久288 098-882-0810 ○

ゆいゆい内科クリニック 903-0112 沖縄県西原町我謝786-11 098-946-0055 ○   

医療法人　愛和会　あいわクリニック 903-0115 沖縄県西原町字池田766ｰ2 098-946-5558 ○

医療法人平成会とうま内科 903-0116 沖縄県西原町字幸地973-3 098-946-3799 ○

城間医院 903-0117 沖縄県西原町翁長240-7 098-945-4551 ○

玄米クリニック 903-0117
沖縄県西原町翁長834番地ﾄﾑｽﾞｴﾝ
ﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞﾋﾞﾙ2F

098-944-6663 ○

しんざと内科 903-0118 沖縄県西原町小波津3ｰ5 098-946-5500 ○

いちょう内科あしとみ 903-0121 沖縄県西原町字内間345-2 098-944-4444 ○

しらかわ内科 903-0126 沖縄県西原町棚原1-20-10 098-944-3550 ○

アドベンチストメディカル・センター 903-0201 沖縄県西原町字幸地868 098-946-2844 ○ ○ ○

首里協同クリニック 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町1-147-3 098-884-4846 ○

叶クリニック 903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-9-1 098-886-0888 ○

社会医療法人　葦の会　シャロンクリ
ニック

903-0804
沖縄県那覇市首里石嶺町4-238-2
ﾒﾃﾞｨｶﾙいしみね3F

098-884-1300 ○

金井医院 903-0804
沖縄県那覇市首里石嶺町3-218-3
1階

098-884-6249 ○

医療法人財団光輪会　光輪会沖縄
クリニック

903-0807 沖縄県那覇市首里久場川町2-8-2 098-886-5790 ○

たつや脳神経外科 903-0807
沖縄県那覇市首里久場川町2-96-
18 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ首里3F

098-885-8000 ○

くばがわメディカルクリニック 903-0807
沖縄県那覇市首里久場川町2-96-
18 2階

098-988-8182 ○

首里内科クリニック 903-0807 沖縄県那覇市首里久場川町2-135 098-979-5333 ○

鳥堀養生クリニック 903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町3-21-2 098-886-3212 ○

とおのくら整形外科 903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町2-14 2F 098-884-3322 ○

首里千樹の杜クリニック 903-0814
沖縄県那覇市首里崎山町4丁目
195-50

098-987-0011 ○

花城内科医院 903-0821 沖縄県那覇市首里儀保町3-8 098-884-1879 ○

きなクリニック 903-0821 沖縄県那覇市首里儀保町1-26-3 098-885-4976 ○

富名腰医院 904-0003 沖縄県沖縄市住吉1ｰ5ｰ16 098-938-2936 ○

医療法人　新明会　中部産婦人科
医院

904-0012 沖縄県沖縄市安慶田1-3ｰ20 098-937-8878 ○
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医療法人徳洲会　ソフィアクリニック 904-0012
沖縄県沖縄市安慶田三丁目11番
30号

098-923-2110 ○

医療法人　かなの会　コザクリニック 904-0014 沖縄県沖縄市仲宗根町19ｰ1 098-938-1038 ○

医療法人　心和会　潮平病院 904-0021 沖縄県沖縄市胡屋1ｰ17ｰ1 098-937-2054 ○

医療法人　至政会　嘉数医院 904-0032 沖縄県沖縄市諸見里1ｰ26ｰ2 098-930-0090 ○

医療法人　光和会　山里整形外科 904-0033 沖縄県沖縄市山里1ｰ4ｰ15 098-933-1331 ○

しおひら内科・腎クリニック 904-0033 沖縄県沖縄市山里1-1-2-303 098-930-2112 ○

医療法人　翔南会　翔南病院 904-0034 沖縄県沖縄市山内3ｰ14ｰ28 098-930-3020 ○

医療法人　持望主会　安立医院 904-0034 沖縄県沖縄市山内1ｰ7ｰ5 098-933-6200 ○

医療法人　となん会　桃山クリニック 904-0035 沖縄県沖縄市南桃原3ｰ1ｰ1 098-930-2233 ○

医療法人　八重会　たまきクリニック 904-0101 沖縄県北谷町上勢頭837ｰ8 098-926-1313 ○

医療法人　センダン　北上中央病院 904-0101 沖縄県北谷町字上勢頭631ｰ9 098-936-5111 ○

医療法人徳洲会　北谷病院 904-0101 沖縄県北谷町字上勢頭631ｰ4 098-936-5611 ○

医療法人　桑江の楝　こばし内科ク
リニック

904-0103 沖縄県北谷町字桑江123-1階 098-936-1111 ○

一般社団法人　中部地区医師会
検診センター

904-0113 沖縄県北谷町宮城1ｰ584 098-936-8290 ○ ○ ○

医療法人　恵泰会　もりなが内科・小
児科クリニック

904-0115 沖縄県北谷町美浜2ｰ7ｰ7 098-926-1234 ○

医療法人徳洲会　徳洲会ハンビーク
リニック

904-0117 沖縄県北谷町北前1ｰ21ｰ1 098-926-3000 ○

医療法人　薫樹会　野村ハートクリ
ニック

904-0202 沖縄県嘉手納町字屋良1063-1 098-982-8810 ○

医療法人　仁誠会　名嘉病院 904-0203 沖縄県嘉手納町字嘉手納258 098-956-1161 ○

なかそね内科 904-0303 沖縄県読谷村伊良皆340 098-957-0707 ○

読谷村診療所 904-0305 沖縄県読谷村都屋179 098-956-1151 ○

医療法人かなさん　かなさん内科クリ
ニック

904-0314 沖縄県読谷村字古堅675 098-957-1933 ○

読谷村紅いもクリニック 904-0321 沖縄県読谷村上地176-2 098-958-7255 ○

医療法人ライフケア読谷　ライフケア
クリニック長浜

904-0324 沖縄県読谷村字長浜1530ｰ1 098-982-9000 ○

医療法人徳洲会　よみたんクリニック 904-0324 沖縄県読谷村字長浜1774 098-958-5775 ○

医療法人　社団泰山会　まつしまクリ
ニック

904-0325 沖縄県読谷村字瀬名波894ｰ2 098-958-6888 ○

10/15ページ



動機付
け支援

積極的
支援

令和4年度特定健診・特定保健指導契約機関リスト（沖縄県）

実施機関名
郵便
番号

所在地 電話番号

健診等の実施 （実施し
ているものに○）

特定健
康診査

特定保健指導

医）　恩和会　恩納クリニック 904-0411 沖縄県恩納村字恩納6329 098-966-8115 ○

西大條診療所 904-0412 沖縄県恩納村字谷茶565-1 098-966-1100 ○

医療法人　瑞愛翔　みのり内科クリ
ニック

904-1106 沖縄県うるま市石川2408 098-965-7770 ○

医療法人　灯信会　石川医院 904-1106 沖縄県うるま市石川2-21-5 098-964-3049 ○

よしクリニック 904-1107 沖縄県うるま市石川曙3ｰ2ｰ10 098-982-5353 ○

医療法人　伊波クリニック 904-1115
沖縄県うるま市石川伊波431ﾋﾙﾊｳ
ｽ1F

098-964-5735 ○

医療法人　きんクリニック 904-1201 沖縄県金武町字金武 94 098-968-2145 ○ ○ ○

医療法人　おくまクリニック 904-1201 沖縄県金武町字金武 4790-1 098-968-5017 ○

ＫＩＮ放射線治療・健診クリニック 904-1201 沖縄県金武町字金武 10897 098-968-4664 ○ ○ ○

医）　ユカリア沖縄　かんな病院 904-1304 沖縄県宜野座村字漢那 469 098-968-3661 ○

医療法人　緑風会　岸本内科クリ
ニック

904-2142 沖縄県沖縄市登川1ｰ1ｰ24 098-934-7770 ○

医療法人よしはる会　登川クリニック 904-2142 沖縄県沖縄市登川2-24-2 098-937-0123 ○

社会医療法人　敬愛会　ちばなクリ
ニック

904-2143 沖縄県沖縄市知花6ｰ25ｰ15 098-939-5477 ○ ○

医療法人　福樹会　まつもと胃腸科
整形外科医院

904-2151 沖縄県沖縄市松本1ｰ21ｰ23 098-939-2115 ○

沖縄医療生活協同組合　中部協同
病院

904-2153 沖縄県沖縄市美里1-31-15 098-938-8828 ○

とけし内科 904-2154 沖縄県沖縄市東2丁目5番11号 098-937-1515 ○

医療法人　清山会　ひが内科クリ
ニック

904-2154 沖縄県沖縄市東2-25-2 098-929-1810 ○

医療法人　永峰会　永山脳神経クリ
ニック

904-2155 沖縄県沖縄市美原4-1-10 098-929-2200 ○

みはら耳鼻咽喉科 904-2155 沖縄県沖縄市美原4-10-2 098-929-2088 ○

医療法人　芳醇の会　はた内科クリ
ニック

904-2155 沖縄県沖縄市美原3-22-8 098-987-5201 ○

ふくはら胃腸科・外科 904-2156 沖縄県沖縄市美里仲原町26ｰ5 098-921-0001 ○

なかみねニュークリニック 904-2161 沖縄県沖縄市字古謝2-21-29 098-929-1000 ○

医療法人　安心会　愛聖クリニック 904-2171 沖縄県沖縄市高原5ｰ15ｰ11 098-939-5114 ○

医療法人　康陽会　仲宗根クリニック 904-2171 沖縄県沖縄市高原7ｰ23ｰ14 098-933-8000 ○ ○ ○

医療法人　さくら会　アワセ第一医院 904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬2ｰ54ｰ26 098-937-5536 ○
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マリン在宅クリニック 904-2172
沖縄県沖縄市泡瀬2-3-
17BLUESKYAWASE A-2

098-989-9114 ○

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

904-2173 沖縄県沖縄市比屋根2ｰ15ｰ1 098-982-1777 ○ ○ ○

なかむら内科おなかクリニック 904-2173 沖縄県沖縄市比屋根6-27-17 1F 098-930-3377 ○

医療法人　奨進会　東部クリニック 904-2174 沖縄県沖縄市与儀3-9-1 098-932-0111 ○ ○

大嶺医院 904-2213 沖縄県うるま市字田場1417 098-973-1125 ○

いわした内科クリニック 904-2214
沖縄県うるま市安慶名511ｺｰﾎﾟ
YONAHAⅡ

098-982-6666 ○

医療法人　明陽会　川根内科外科 904-2215 沖縄県うるま市みどり町4ｰ2ｰ29 098-974-3025 ○

医療法人　うるま会　具志川整形外
科

904-2215 沖縄県うるま市みどり町4-13-1 098-974-2610 ○

医療法人　緑和会　みどり町クリニッ
ク

904-2215 沖縄県うるま市みどり町5-27-2 098-972-3858 ○

医療法人　社団志誠会　平和病院 904-2222 沖縄県うるま市字上江洲665 098-973-2000 ○

医療法人　喜風会　しろま内科クリ
ニック

904-2225 沖縄県うるま市喜屋武546-1 1F 098-973-2500 ○

医療法人　貴和の会　すながわ内科
クリニック

904-2244 沖縄県うるま市江洲600-5 098-975-2525 ○ ○ ○

医療法人社団泰成会　和花クリニッ
ク

904-2244 沖縄県うるま市江洲135-5 098-923-5818 ○

中山内科医院 904-2245 沖縄県うるま市赤道260-7 098-974-4620 ○

しゅくみね内科 904-2245 沖縄県うるま市赤道759-1 098-975-1515 ○

医療法人徳洲会　与勝あやはしクリ
ニック

904-2304
沖縄県うるま市字与那城屋慶名
467-111

098-983-0055 ○

医療法人　沖縄寿光会　与勝病院 904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原3584 098-978-5235 ○

医療法人　うりずん診療所 905-0005 沖縄県名護市為又69 0980-54-6633 ○

医）　道芝の会　平安山医院 905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐 1702-1 0980-52-6895 ○

医）　詠山会　ひだか脳神経外科 905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐1746-6 0980-54-2828 ○

あき内科クリニック 905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐919-7 1F 0980-45-0088 ○

医）タピック　スポーク・クリニック 905-0007 沖縄県名護市字屋部117 0980-52-7775 ○

医）　賢信会　ゆうクリニック 905-0009 沖縄県名護市宇茂佐の森1-1-5 0980-54-8010 ○

かじまやリゾートクリニック 905-0011 沖縄県名護市宮里518-2 0980-51-1197 ○

大宮医院 905-0011 沖縄県名護市字宮里 3-1-20 0980-53-4116 ○
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たいら内科クリニック 905-0011 沖縄県名護市宮里6-8-7 0980-53-0033 ○

医療法人　中央外科 905-0013 沖縄県名護市城 1-1-12 0980-52-2118 ○

医）桜風会　おおにし医院 905-0013 沖縄県名護市城2-10-16 0980-43-0200 ○

医）將山会　北部山里クリニック 905-0015 沖縄県名護市大南2-12-26 0980-52-1119 ○

あがりえクリニック 905-0016 沖縄県名護市大東1-5-34 0980-43-0271 ○

クリニック和睦 905-0016 沖縄県名護市大東1-15-6 0980-43-0418 ○

医）　運天産婦人科医院 905-0017 沖縄県名護市大中3-1-5 0980-53-0131 ○ ○

医）　寿福会　赤嶺内科 905-0019 沖縄県名護市大北1-5-11 0980-54-6200 ○

医）　一宜会　大北内科・胃腸科クリ
ニック

905-0019 沖縄県名護市大北 3-1-48 0980-53-5455 ○

やんばる協同クリニック 905-0019 沖縄県名護市大北五丁目3-2 0980-52-1001 ○

医）　博寿会　もとぶ記念病院 905-0206 沖縄県本部町字石川972番地 0980-51-7007 ○

医）　野毛会　もとぶ野毛病院 905-0212 沖縄県本部町字大浜 880-1 0980-47-3001 ○

やまだクリニック 905-0212 沖縄県本部町字大浜 874-15 0980-47-6660 ○

やんばるキッズファミリークリニック 905-0214
沖縄県本部町字渡久地大多良原
846-1

0980-43-7818 ○

今帰仁診療所 905-0414 沖縄県今帰仁村字謝名139 0980-56-3581 ○ ○ ○

医）　光風会　北山病院 905-0428 沖縄県今帰仁村字今泊 307 0980-56-2339 ○

伊江村立診療所 905-0502 沖縄県伊江村字東江前459 0980-49-2234 ○

東村立診療所 905-1204 沖縄県東村字平良804番地 0980-51-2200 ○

大宜味村立診療所 905-1311 沖縄県大宜味村字塩屋1306-62 0980-50-5450 ○

国頭村立診療所 905-1411 沖縄県国頭村字辺土名 1437 0980-41-5380 ○

名護市屋我地診療所 905-1632 沖縄県名護市字饒平名 460-1 0980-52-8887 ○

名護市久志診療所 905-2264 沖縄県名護市字三原64番地7 0980-55-8886 ○

北部地区医師会病院 905-8611 沖縄県名護市字宇茂佐 1712-3 0980-54-1111 ○ ○ ○

池村内科医院 906-0007
沖縄県宮古島市平良字東仲宗根
194

0980-72-3500 ○

Hirara生活習慣病クリニック 906-0007
沖縄県宮古島市平良字東仲宗根869-4
Liveﾒﾃﾞｨｶﾙｶﾞｰﾃﾞﾝ宮古島A号室

0980-73-0020 ○ ○ ○
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砂川内科医院 906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里796-3 0980-73-0037 ○

いけむら外科・胃腸科・肛門科 906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里978-2 0980-73-6300 ○

いけむら小児科 906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里978-2 0980-73-4970 ○

いしみねクリニック 906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里269-5 0980-75-5878 ○

おおはらクリニック 906-0013
沖縄県宮古島市平良字下里1099-
3

0980-72-9806 ○

うむやすみゃあす・ん診療所 906-0013
沖縄県宮古島市平良字下里1477-
4

0980-73-3854 ○

きしもと内科医院 906-0013
沖縄県宮古島市平良字下里1555-
1

0980-79-0501 ○

中村胃腸科内科 906-0013
沖縄県宮古島市平良字下里
12559-1

0980-75-3232 ○

島の保健室 906-0013
沖縄県宮古島市平良下里1107-3
ﾆｺﾆｺﾊｲﾂ201

0980-79-5183 ○ ○

宮古島徳洲会病院 906-0014 沖縄県宮古島市平良字松原552-1 0980-72-0002 ○

みやぎＭ’ｓ.クリニック 906-0015
沖縄県宮古島市平良字久貝1068-
15

0980-75-0722 ○

城辺中央クリニック 906-0104 沖縄県宮古島市城辺字比嘉628-5 0980-77-4693 ○

ドクターゴン診療所 906-0203
沖縄県宮古島市上野字宮国746-
17

0980-76-2788 ○

下地診療所 906-0304 沖縄県宮古島市下地字上地634-1 0980-74-7878 ○

徳洲会伊良部島診療所 906-0501
沖縄県宮古島市伊良部字前里添
639-2

0980-78-6661 ○

石垣島徳洲会病院 907-0001
沖縄県石垣市大浜字南大浜446番
地の1

0980-83-5507 ○ ○ ○

大浜診療所 907-0001 沖縄県石垣市字大浜36番地 0980-87-5093 ○

にいむら内科胃腸科クリニック 907-0002 沖縄県石垣市字真栄里243-1 0980-83-7771 ○

やいま中央クリニック 907-0003 沖縄県石垣市字平得120番地の3 0980-88-7711 ○

上原内科医院 907-0004 沖縄県石垣市字登野城548-4 0980-88-7068 ○

下地脳神経外科 907-0004 沖縄県石垣市登野城644-19 0980-88-7300 ○

小田内科医院 907-0004
沖縄県石垣市字登野城319番地2
ﾒｿﾞﾝ321-A号室

0980-83-8001 ○

ぬちぐすい診療所 907-0004 沖縄県石垣市登野城623-6 0980-87-7931 ○ ○ ○

コーラルクリニック 907-0013 沖縄県石垣市浜崎町3-3-9 0980-87-5698 ○

博愛医院 907-0022 沖縄県石垣市字大川179-7 0980-82-3170 ○
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宮良内科胃腸科医院 907-0024 沖縄県石垣市字新川27 0980-82-4181 ○

かりゆし病院 907-0024 沖縄県石垣市字新川2124 0980-83-5600 ○

下地第2脳神経外科 907-0024 沖縄県石垣市字新川1695-123 0980-88-5150 ○

てるや内科胃腸科 907-0024 沖縄県石垣市字新川127-3 0980-88-1616 ○

よなは医院 907-0024 沖縄県石垣市字新川2287-35 0980-83-4781 ○

まるの脳神経外科 907-0024 沖縄県石垣市字新川121 0980-82-8800 ○

南部クリニック 907-0306 沖縄県糸満市西崎5-8-10 098-840-8221 ○
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