
浦添総合病院　連携医療機関一覧 那覇市

施設名 医師名 住所 電話番号 主標榜科

曙クリニック 玉井　修 那覇市曙3-20-14 863-5858
胃腸科/外科/内科/整形外科/皮膚
科

アラカキ眼科 新垣　均 那覇市真嘉比3-13-3 884-0010 眼科

いけま小児科児クリニック 池間　啓人 那覇市真嘉比2-1-4 886-4119 小児科

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

伊集内科医院 伊集　守政 那覇市久米2-10-15 864-1188 内科/胃腸科/循環器科/呼吸器科

いらはクリニック 伊良波　隆 那覇市田原1-9-2 859-5566 外科/内科/整形外科

上里歯科医院 上里　和美 那覇市首里石嶺町3-372 887-0093 一般歯科/歯科列矯正

浦崎整形外科リニック 浦崎　貴志 那覇市壺屋2-14-24 854-1103 整形外科/ﾘﾊﾋﾞﾘ/婦人科

宇良耳鼻咽喉科科クリニック 宇良  政治 那覇市古島2-6-5 871-4276 耳鼻咽喉科/アレルギー

おおうらクリニック 大浦　孝 那覇市高良3-5-22 859-1941 内科/小児科/皮膚科/胃腸科

大城眼科医院 大城　隆 那覇市首里石嶺町4-96 886-8411 眼科

オリオン歯科 東　哲世 那覇市三原1-23-1 834-9808 歯科

かつれん内科クリニック 勝連　英雄 那覇市銘苅3-9-18 860-8615
内科/腎臓病（透析）/糖尿病/心臓
病/高血圧/甲状腺疾患/リウマチ/
膠原病

がなは医院 我那覇　安彦 那覇市三原1-28-12 832-3235
内科/循環器科/呼吸器科/内分泌
科

叶クリニック 森　叶 那覇市首里石嶺町4-9-1 886-0888
内科/小児科/消化器科/リハビリ
テーション科

きなクリニック 喜納　美津男 那覇市首里儀保町1-26-3 885-4976
胃腸科　外科　肛門科　呼吸器科
リハビリテーション科　内科

金城町皮膚科フ科 金城　隆 那覇市松川407-1 855-4112 皮膚科

くばがわ歯科医院 加藤　進作
那覇市首里汀良町3-63-3
ﾊｲﾋﾞｽｶｽﾏﾝｼｮﾝB-1

887-6480 歯科/小児歯科

http://arakakiganka.com/
http://genkikai.coolblog.jp/
https://irahaclinic.com/
http://oura-cl.com/
https://www.katsuren-naika.com/
http://www.kanouclinic.com/
https://www.kina-clinic.jp/
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こころクリニック 又吉　嘉伸 那覇市泊1-13-16 866-0556
心療内科/精神科/こどもの心の健
康相談/内科/在宅医療

古謝内科医院 古謝　将常 那覇市泉崎2-7-2 855-2130 内科/胃腸科/小児科

さわやか歯科クリニック 城間　健 那覇市寄宮173-1 854-8211
歯科/矯正歯科/小児歯科/歯科口
腔外科

島袋整形外科 島袋　博之 那覇市真嘉比3-6-14 882-4322 整形外科/ﾘﾊﾋﾞﾘ

シャロンクリニック 上間　一
那覇市首里石嶺4-238-2
ﾒﾃﾞｨｶﾙいしみね3階

884-1300 内科/緩和ケア内科

首里あかみね歯科 赤嶺　誠吾 那覇市首里金城町2-101 885-8880 歯科口腔外科

首里城下町クリニック第一 田名　毅 那覇市松川3-18-30 885-5000
内科/高血圧/高脂血症/糖尿病/腎
臓病/循環器疾患/リウマチ/膠原病

首里内科クリニック 金城　盛男 那覇市首里久場川町2-135 979-5333 内科／胃腸科／小児科

たかみね歯科クリニック
高嶺明彦/高嶺
邦朗

那覇市松山1-9-2 866-0648 歯科一般/小児歯科/矯正歯科

たつや脳神経外科 金城　竜也
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

885-8000 脳神経外科

当山形成外科医院 當山　護 那覇市久茂地3-7-1 866-0178 形成外科/美容

とくだ歯科クリニック
徳田安成/徳田
寿枝

那覇市真嘉比3-13-2-2F 885-6688 歯科

泊ポート歯科 金城　清一郎
那覇市泊1-4-10
ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ泊第8 101号室

866-8470 歯科

なかざと歯科医院 仲里　雅則 那覇市大道45 887-6408 歯科

ながた内科クリニック 長田　光司 那覇市天久2-19-15 869-1024
糖尿病内科/一般内科/代謝内分泌
科

仲本内科 仲本　昌一 那覇市銘苅3-15-3 867-1835 内科/小児科

中山外科胃腸科医院 中山　良有 那覇市真嘉比2-4-10 886-3717 外科/胃腸科/ﾘﾊﾋﾞﾘ/肛門科/

なかよし内科クリニック 仲吉　朝史 那覇市真嘉比2-29-28 2階 887-3333
内科/消化器内科/肝臓内科/生活
習慣病

http://sawayakashika.com/
http://www.s-seikeigeka.com/
https://oribuyama.jp/ashinokai/other-department/sharon
http://www.shuri-jc.jp/
http://www.takaminedc.jp/
http://www.tatsuya-nougeka.com/
http://www.nagata-nc.com/
http://www.nakayoshi-nc.com/
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西町クリニック 真栄田　篤彦 那覇市西3-4-1 867-0010
小児科/内科(呼吸器科/血液疾患)/
皮膚科(ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚科膚炎)

のはら元氣クリニック 野原　正史 那覇市銘苅3-21-21 867-0012
統合医療/東洋医学（漢方/ハリ）/
内科/外科/ﾘﾊﾋﾞﾘ

はいさいクリニック 石田　吉樹
那覇市安里1丁目-8-13ﾀﾏｷ硝
子ﾋﾞﾙ5F

860-1813
在宅医療/一般内科/一般外科/泌
尿器科/緩和医療

はやし歯科クリニック 林　宗史 那覇市若狭2-5-1 861-4899 歯科

ハロー歯科 照屋　健 那覇市首里汀良町3-98-4 871-4649 歯科口腔外科

平田胃腸科/内科 平田　晴男 那覇市銘苅3-22-33 R-8ﾋﾞﾙ1F 869-7272 内科/胃腸科

ヒルズガーデンクリニック
米納浩幸/前田
浩之

那覇市松川20番1 885-0333 泌尿器科/老年/腫瘍内科

ペリー歯科クリニック 高良　兼次 那覇市小禄421-29 858-4182 歯科

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

866-0007 内科/胃腸科

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

三原内科クリニック 喜久村　徳清 那覇市三原2-30-5 836-3111 内科/老年内科/小児科

みやらデンタルクリニック 宮良　修 那覇市上間236 855-0982 歯科

もりやま小児科 盛山　正則 那覇市首里石嶺町4-96-1-1F 887-5558 小児科

八重洲クリニック 友利　博朗 那覇市松山2-23-13 861-8618
内科/循環器科/胃腸科/小児科
/(脳)物忘れ外科来

屋宜内科医院 屋宜　宣治 那覇市古波蔵4-13-9-2Ｆ 864-1024 内科（糖尿病/高脂血症/高血圧）

安木内科 仲宗根　安樹 那覇市真嘉比3-13-3 882-4300 内科/透析

ユキデンタルオフィス 小児科場　幸夫 那覇市泉崎2-19-7 836-6661 歯科

ゆずりは訪問診療所 屋宜　亮兵 那覇市首里金城町3-32 885-7001 内科/在宅医療

ライオン歯科クリニック 大城　一乃 那覇市識名3-17-18 832-1118 歯科

https://nishimachi.jp/
http://www.noharagenki.com/
http://haisai-clinic.com/
https://hys-dc.com/
https://hirata-clinic.okinawa/
https://www.hillsgc.jp/
https://www.asahi-net.or.jp/~ir9k-tkr/
http://www.matayoshi-naika.com/
http://www.yaesu-clinic.com/
http://www.yaginaika-okinawa.com/
http://www.yuki-dental-office.com/
https://shinseikai.okinawa/about-us/yuzuriha
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ロクト整形外科Ａｚ 林 宗幸
那覇市奥武山町46
りゅうとうビル奥武山3～6階

858-6910 整/スポ－ツ整形/ﾘﾊﾋﾞﾘ

https://rokuto.com/clinic/naha/

