
№ 病医院名 院長名 電話番号 住所

1 愛和ファミリークリニック 宮城　聡 941-7255 那覇市おもろまち３－６－３　愛和ビル2F

2 曙クリニック 玉井　修 863-5858 那覇市曙３－２０－１４

3 あじとみクリニック 安次冨　健二 859-5888 那覇市高良1-10-7 1F

4 安謝小児クリニック 高良　吉広 869-0600 那覇市字安謝２１５－１

5 新川クリニック 宮城　政剛 863-1511 那覇市壺屋１－２－１６

6 あらかき内科クリニック 新垣　紀子 851-7828 那覇市楚辺1-3-64　2Ｆ

7 ありがとう子供クリニック 二木　良夫 851-7000 那覇市古波蔵４－１３－９　ＳＳＫビル２Ｆ

8 いけま小児クリニック 池間　啓人 886-4119 那覇市真嘉比２－１－5

9 上原産婦人科 友利　俊一 855-1103 那覇市古波蔵２－２５－３４

10 おおキッズクリニック 大城　聡 887-0055 那覇市首里石嶺町４－２３８－２　メディカルいしみね２Ｆ

11 おおしろ小児科医院 大城　隆 855-5220 那覇市字上間３７０－１

12 沖縄協同病院 仲程　正哲 853-1200 那覇市古波蔵４－１０－５５

13 沖縄赤十字病院 大嶺　靖 853-3134 那覇市与儀１－３－１

14 沖縄セントラル病院 大仲　良一 854-5511 那覇市与儀１－２６－６

15 かいせいクリニック 山城　剛 858-5577 那覇市宮城1-18-1　3F

16 開邦クリニック 上原　正照 832-3259 那覇市古波蔵２－４－１４

17 垣花小児科内科医院 垣花　淳一 859-3085 那覇市金城５－１４－１２

18 がきやクリニック 我喜屋　出 832-8801 那覇市長田２－２５－１４

19 かつれん内科クリニック 勝連　英雄 860-8615 那覇市銘苅３－９－１８

20 金井医院 金井　孝雄 884-6249 那覇市首里石嶺町３－２１８－３

21 かなぐすくクリニック 武村　盛信 857-7788 那覇市金城５－１６－１３

22 かなしろ内科 金城　修 832-7080 那覇市古波蔵１－１－６

23 叶クリニック 森　叶 886-0888 那覇市首里石嶺町４－９－１

24 嘉陽皮膚科 嘉陽 宗亨 868-1112 那覇市上之屋1-19-22 2階

25 川平病院 川平　昌秀 836-1101 那覇市古波蔵３－５－２５

26 きなクリニック 喜納　美津男 885-4976 那覇市首里儀保町１－２６－３

27 けいわクリニック 豊田　和正 951-3759 那覇市牧志２－１７－１２　１Ｆ

28 こくらクリニック 渡辺　信幸 855-1020 那覇市古波蔵３－８－２８

29 こくら台ハートクリニック 大城　康彦 855-8810 那覇市字国場１１６９－２０

30 古謝内科医院 古謝　将常 855-2130 那覇市泉崎２－７－２

31 さつきクリニック 上原　剛 857-1500 那覇市宇栄原１－１８－２３

32 首里協同クリニック 新垣　安男 884-4846 那覇市首里石嶺町１－１４７－３

33 首里こどもクリニック 天久　憲治 885-2525 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4F

34 守礼クリニック 具志堅　成恭 858-9615 那覇市田原３－３－７

35 JOYレディースクリニックくもじ 大島　教子 943-2500 那覇市久茂地１－８－１６

36 白井クリニック 白井　和美 833-6500 那覇市字真地５２－３

37 たばる内科胃腸科 金城　幸博 858-0005 那覇市金城５－３－１

38 知念医院 知念　正人 832-1241 那覇市樋川２－9－1リバーサイドかみはら103

39 徳洲会  新都心クリニック 鈴木　五三男 860-0755 那覇市銘苅２－２－１

40 鳥堀養生クリニック 末吉　利行 886-3212 那覇市首里当蔵町３－２１－２

41 仲地胃腸内科クリニック 仲地　紀茂 866-3232 那覇市泊　２－６－１０－２階

42 長嶺胃腸科内科外科医院 長嶺　信夫 858-1914 那覇市字宇栄原１０１９－１

43 仲本内科 仲本　昌一 860-1835 那覇市銘苅３－１５－３

44 なはまちクリニック 安里　洋 868-3013 那覇市松尾２－１９－３９ グリーンハイツ那覇2F

45 那覇民主診療所 嘉陽　信子 880-9620 那覇市松尾２－１７－３４
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46 西町クリニック 真栄田　篤彦 867-0010 那覇市西３－４－１　ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞｭｰ西町 2F

47 野原耳鼻咽喉科医院 野原　忍 834-3812 那覇市国場１０７２－１

48 はざま胃腸内科クリニック 玻座真　博明 859-1352 那覇市字宇栄原６５４

49 平田胃腸科・内科 平田　晴男 869-7272 那覇市銘苅３－２２－３３

50 ファミリークリニック小禄 国吉　賢 858-1202 那覇市小禄4－１－9　2Ｆ

51 ペリー内科小児科医院 内原　栄輝 857-8751 那覇市山下町３０－１０

52 前浜小児科医院 前浜　宏之 887-0800 那覇市松川２－５－３０

53 真玉橋クリニック 小方　明子 836-0123 那覇市識名１３１６－３

54 松川内科小児科医院 国吉　勲 855-1901 那覇市松川２－８－１２

55 まんまる子どもクリニック 比嘉　睦 858-0083 那覇市宇栄原２－１８－８

56 三原内科クリニック 喜久村　徳清 836-3111 那覇市三原２－３０－５

57 宮城小児科医院 宮城　英雅 863-8811 那覇市牧志２－１６－５

58 メディカルプラザ大道中央 高良　健 886-0007 那覇市字大道１２３

59 八重洲クリニック 友利　博朗 861-8618 那覇市松山２－２３－１３

60 やぎSUNクリニック 屋宜　晃 832-3387 那覇市仲井真３１７－１　ＹＭビル２Ｆ

61 琉生病院 小波津　寛 885-5131 那覇市字大道５６

62 おおうらクリニック 大浦　孝 859-1941 那覇市高良３－５－２２

63 オリブ山病院 宮城　航一 886-2311 那覇市首里石嶺町４－３５６

64 クリニック安里 金城　治 861-5050 那覇市安里１－７－３

65 シャロンクリニック 上間　一 884-1300 那覇市首里石嶺町４－２３８－２　メディカルいしみね３Ｆ

66 ながた内科クリニック 長田　光司 869-1024 那覇市天久２－１９－１５

67 仲本病院 玉城　仁 885-3333 那覇市古島１－２２－１

68 真栄城耳鼻咽喉科 真栄城　徳秀 862-3387 那覇市安里１－６－６

69 ましどり整形外科 真志取　浩貴 854-6215 那覇市与儀２－４－２３

70 赤嶺耳鼻咽喉科 赤嶺　克二 858-5678 那覇市高良３－６－８

71 あかりクリニック 中村明文 988-8864 那覇市字銘苅303番ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾙｽﾞめかるﾋﾞﾙ2階

72 安謝医院 大城　英紀 868-8665 那覇市安謝２－１５－７

73 アメカル耳鼻科クリニック 真栄田　宗慶 865-3387 那覇市銘苅３－９－２３

74 天久台病院 平良　直樹 868-2101 那覇市字天久１１２３

75 新垣クリニック 新垣　敏幸 864-1330 那覇市泊１－１３－１

76 石川外科クリニック 石川　恒夫 869-0330 那覇市牧志３－９－１８

77 石川産婦人科医院 石川　邦夫 832-3351 那覇市泉崎２－２０－２

78 伊志嶺整形外科 伊志嶺　隆 867-2526 那覇市久茂地３－２４－１４

79 伊集内科医院 伊集　守政 864-1188 那覇市久米２－１０－１５

80 いらはクリニック 伊良波　隆 859-5566 那覇市田原１－９－２

81 うえばるクリニック 寺田　幸平 852-0037 那覇市宇栄原６７８

82 浦崎整形外科クリニック 浦崎　貴志 854-1103 那覇市壺屋２－１４－２４

83 宇良耳鼻咽喉科クリニック 宇良　政治 871-4276 那覇市古島２－６－５

84 大田整形外科医院 大田　征夫 858-4154 那覇市小禄１－１－５０

85 大浜第一病院 大城　康一 866-5171 那覇市天久１０００

86 大原医院 銘苅　朝規 854-0211 那覇市寄宮３－１２－１２

87 沖縄回生クリニック 金城　清光 884-2811 那覇市字大道１１５－６

88 おもろまちメディカルセンター 城間　健治 867-2116 那覇市上之屋１－３－１

89 小禄整形外科 藤原　英士 859-3311 那覇市金城５－２－８

90 おろくハートクリニック 知花　幹雄 852-8080 那覇市赤嶺１－１２－２　２階

91 小禄病院 高江洲　良一 857-1789 那覇市小禄５４７－１

92 嘉数胃腸科外科医院 嘉数　昇康 832-1111 那覇市字仲井真３７９－２
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93 かず整形外科クリニック 垣花  浩一 885-0003 那覇市繁多川３－７－８

94 がなは医院 我那覇　安彦 832-3235 那覇市三原１－２８－１２

95 神谷医院 神谷　亨 834-0128 那覇市長田１－１２－３５

96 岸本外科リハビリクリニック 岸本幸明 885-5550 那覇市字松川441

97 きせ整形外科 喜瀬　均 858-8898 那覇市宇栄原３－５－１４

98 喜屋武内科呼吸器科 喜屋武　邦雄 868-5676 那覇市銘苅２－１１－２２

99 ぐしけん皮フ科 具志堅　初男 951-1112 那覇市銘苅３－２２－３３  R8ﾋﾞﾙ 2F

100 くばがわメディカルクリニック 久手堅　憲史 988-8182 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2F

101 形成外科ＫＣ 新城　憲 866-5151 那覇市久茂地２－２－２　ﾀｲﾑｽﾋﾞﾙ６Ｆ

102 ごきげん整形クリニック 富山　聡 851-3338 那覇市長田１－２４－２６

103 こころクリニック 又吉  嘉伸 866-0556 那覇市泊１－１３－１６

104 古謝泌尿器科クリニック 古謝　哲哉 853-8866 那覇市字国場３７２

105 さきはら内科 崎原永啓 988-3559 那覇市銘苅３０３　ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾙｽﾞめかるﾋﾞﾙ（2階）

106 耳鼻咽喉科小禄クリニック 仲吉　博彦 857-8741 那覇市宇栄原１－６－３３

107 島袋内科・胃腸科 島袋　隆志 886-7085 那覇市首里鳥堀町４－７

108 下地内科クリニック 下地　忠夫 987-1929 那覇市長田１－２４－２６

109 首里城下町クリニック第一 田名  毅 885-5000 那覇市松川３－１８－３０

110 首里整形外科 伊志嶺　孝一 886-9112 那覇市首里石嶺町１－１６１－１　1Ｆ棟

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

112 首里の杜耳鼻咽喉科 安田　忍 885-1133 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2F

113 整形外科よざクリニック 與座　格 866-1143 那覇市松尾２-２-２５-４号

114 そらクリニック(携帯090-4204-4721)甲口　知也 988-3529 那覇市安里２－５－１－３０５

115 平良クリニック 平良　朝秀 863-7110 那覇市松尾２－１６－４３

116 高里内科胃腸科 高里　良孝 853-9058 那覇市寄宮１－９－２４

117 高良内科医院 高良　勲 832-1212 那覇市楚辺２－２５－１１

118 たつや脳神経外科 金城　竜也 885-8000 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

119 中央皮フ科 萩原　啓介 867-3023 那覇市松尾１－４－１３

120 てるきな内科胃腸科医院 照喜名　重順 858-5005 那覇市小禄５－１４－５

121 とおのくら整形外科 砂川　憲政 884-3322 那覇市首里当蔵町２－１４－２F

122 友寄クリニック 友寄　英雄 855-0852 那覇市泉崎２－２－６

123 ともり内科循環器科 友利　正行 868-5888 那覇市おもろまち４－１９－８

124 なかそね和内科 仲宗根　和則 887-1086 那覇市松川４７

125 仲宗根整形外科 仲宗根　栄作 887-6122 那覇市字安里３８８－５－２階

126 仲原漢方クリニック 仲原　靖夫 868-2367 那覇市牧志２－１８－２７

127 中山外科胃腸科医院 中山　良有 886-3717 那覇市字真嘉比２－４－１０

128 なかよし内科クリニック 仲吉　朝史 887-3333 那覇市真嘉比２－２９－２８

129 なごみ泌尿器科クリニック 城間　和郎 866-7531 那覇市天久１-８-１　コーポ杜201

130 那覇西クリニック 照喜名　重治 858-5557 那覇市赤嶺２－１－９

131 那覇リハビリクリニック 山内　義正 886-1235 那覇市首里赤平町２－１３－２　赤平市街地分譲住宅１階

132 にこにこ整形外科医院 伊志嶺　恒洋 836-4807 那覇市壺川２－１１－２

133 西武門病院 新垣　哲 868-2468 那覇市東町５－２２

134 脳外科クリニックくだ 久田　均 834-2700 那覇市樋川２－１－３７　３Ｆ

135 のは耳鼻咽喉科 饒波　正吉 835-4600 那覇市寄宮１－３１－１５

136 のはら元氣クリニック 野原　正史 867-0012 那覇市銘苅３－２１－２１

137 花城内科医院 花城　清治 884-1879 那覇市首里儀保町３－８

138 はらクリニック 原 信一郎 851-9084 那覇市長田1-6-1
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139 ヒルズガーデンクリニック 米納　浩幸 885-0333 那覇市松川２０－１

140 外間眼科医院 崇元寺 外間　英之 867-8100 那覇市泊１－２５－１　２階

141 輔仁クリニック 平良　鐵彦 885-6605 那覇市字松川３０１

142 前田胃腸科医院 前田　企能 832-4889 那覇市三原２－１５－１２

143 又吉内科クリニック 又吉　亮二 866-0007 那覇市安里２－９－８　ｻﾝｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ １F

144 町田医院 町田　宗正 884-5656 那覇市松川２９９－７

145 まつおＴＣクリニック 真栄城　修二 861-8006 那覇市松尾２－２－２５－４号

146 松島内科クリニック 松島　朝彦 866-6289 那覇市松尾１－４－１１

147 松城クリニック 山根　邦夫 836-3553 那覇市松川３－２３－３７

148 嶺井医院 嶺井　定一 887-7646 那覇市字安里３９8

149 宮城胃腸科内科医院 宮城　親廣 832-8191 那覇市寄宮２－３７－１２

150 みやびクリニック 仲西　雅人 835-9660 那覇市壺川　１－１２－4

151 モモクリニック 門馬　康二 860-9571 那覇市牧志２－１６－４５ 2F

152 屋宜内科医院 屋宜  宣治 864-1024 那覇市旭町１１２－２９　１０２号

153 安木内科 仲宗根　安樹 882-4300 那覇市字真嘉比３－１３－３

154 山城消化器内科医院 山城　雄二 832-3055 那覇市樋川１－１８－２２

155 山城整形外科眼科医院 山城　千秋 836-1100 那覇市樋川１－１８－２２

156 与儀中央クリニック 宜保　弓恵 854-2030 那覇市字与儀３６６－２

157 ライフケアクリニック那覇 長嶺　勝 832-1721 那覇市泉崎２－３－８－４F

158 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸやまぐち 山口　健 864-1100 那覇市安謝１－１０－２８

159 若水クリニック 金城　勇徳 869-5005 那覇市天久2-15-34


