
浦添総合病院　連携医療機関一覧 浦添市

施設名 医師名 住所 電話番号 主標榜科

あかみねクリニック 赤嶺　弘 浦添市沢岻2-1-1 873-0071
内科/消化器科（胃腸科/肝臓）小児
科/皮膚科/リハビリ整形外科体/統
合医療

東産婦人科クリニック 東　幸子 浦添市安波茶1-30-17 878-5212 産婦人科

池村クリニック 池村　剛 浦添市伊祖3-13-8 879-5762 外科/大腸肛門科/胃腸科/内科

稲福内科医院 稲福　徹也
浦添市経塚633 ﾒﾃﾞｨｶﾙKﾌﾟﾗｻﾞ
1階

988-4556 神経内科/内科

伊礼歯科医院 伊禮　兼治 浦添市屋富祖3-7-3 877-9039 歯科/小児歯科/歯科口腔外科

うえだ歯科 上田　隆一郎
浦添市伊祖2-2-5
ｻﾝﾁｬｲﾙﾄﾞめぐみ201

876-0034 歯科/小児歯科/矯正歯科

上原歯科クリニック
川畑剛/上江洲
出

浦添市前田1-48-1 879-1555
歯科/小児歯科/矯正歯科/歯科口
腔外科

浦添医院
知念善昭/伊良
部勇栄

浦添市大平3-16-10 878-7381
内科/外科/リハ/整形外科/泌尿器
科/透析

浦添協同クリニック 嘉数　健二
浦添市宮城3-1-5　ｻﾝﾊｲﾂ
N201

870-8060 内科/小児科

浦添さかい眼科 酒井　美也子 浦添市宮城6-1-21 2階 988-1376 眼科

浦添セレブクリニック胃腸科/内科 安谷屋　智 浦添市城間2-7-1-101号 871-0123 消化器/内科

浦添中央医院 多々羅　靖弘 浦添市安波茶1-21-27 877-1611
外科/胃腸科/内科/整形外科/皮膚
科/泌尿器科

浦西医院 仲間　清太郎 浦添市当山2-9-3 878-7070 内科/小児科/皮膚科/外科

大田クリニック 大田　郁也
浦添市経塚745-7
経塚駅前医療ﾓｰﾙ2F

871-1234 心療内科/精神科

おおひら歯科クリニック 金城　敬 浦添市安波茶1-27-8 875-0648
歯科/小児歯科/矯正歯科/歯科口
腔外科

かじまやークリニック
山里将進/金城
聡彦

浦添市前田997 871-0818 内科

かみやま皮膚科フ科 神山　琢郎 浦添市牧港4-2-18 2F 878-4112 皮膚科

かりまた内科医院
狩俣陽一/狩俣
洋介

浦添市内科間4-23-21 878-5126
内科/呼吸器科/循環器科/胃腸科/
ｱﾚﾙｷﾞｰ/小児科/ﾘｳﾏﾁ/ﾘﾊﾋﾞﾘ

http://uedadc.net/
http://www.ueharadc.com/
http://www.yaese.or.jp/yaeseassemble-garden/shisetuannai/urasoeiin/
https://www.okinawa-iryouseikyou.com/urasoe.php
http://sakaiganka.net/
https://www.uranishi-clinic.jp/
https://ootaclinic.jp/
https://oohirashika.jp/
http://www.kajimaya.or.jp/
http://taiyoukai.jp/
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カルシウム歯科 伊地　弘昭 浦添市経塚467 873-0648 歯科

くくる歯科医院 仲若　三男 浦添市経塚600番地 943-9968
歯科/小児歯科/歯科口腔外科/ｲﾝ
ﾌﾟﾗﾝﾄ/審美歯科/矯正

具志堅循環器科環器/内科 具志堅　政道 浦添市前田1152-1 875-0007 内科/循環器科

楠見耳鼻咽喉科 楠見　彰 浦添市前田1149-14 875-7111 耳鼻科/形成外科

げんか耳鼻咽喉科科 源河　朝博 浦添市伊祖2-3-1 201号 876-9500 耳鼻科/気管食道

さくだ内科クリニック 佐久田　朝功 浦添市経塚585-1 878-2500
内科一般/腎臓病/糖尿病/リウマチ
/膠原病/血液透析

佐久田脳神経外科 佐久田　治 浦添市牧港2-46-12 870-7677 脳外科/外科/ﾘﾊﾋﾞﾘ/放

耳鼻咽喉科科/頭頸部外科さきはまｸ
ﾘﾆｯｸ

崎浜　教之
浦添市経塚585-1ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ
2F

873-3300 耳鼻咽喉科/頭頸部外科

しみず胃腸科腸内科２１ 清水　健
浦添市宮城6-1-15　浦添ﾒﾃﾞｨｶ
ﾙﾌﾟﾗｻﾞ3F

879-0021 内科

下地内科 下地  克佳 浦添市宮城4-2-1 874-7007 内科/呼吸器科

城間クリニック 城間　清剛 浦添市前田564-1 878-8213 精神科/心療内科/内科

しろま歯科医院 城間　吉弘 浦添市屋富祖1-3-6 878-6121 歯科/小児歯科/歯科口腔外科

新里眼科医院 新里　研二 浦添市宮城5-7-5 878-8512 眼科

末吉内科外科胃腸科医院 末吉　惟純 浦添市内科間4-1-18 878-2271
外科/胃腸科/内科/肛門科/泌尿器
科/皮膚科/性病/整形外科/麻酔科
/ﾘﾊﾋﾞﾘ

砂辺 腎/泌尿器科 砂邊　毅 浦添市伊祖2-2-5 943-7773 内科/泌尿器科

高宮城皮膚科フ科 高宮城　敦 浦添市経塚676-1 101号 873-1700
皮膚科/皮膚外科/美容/ｱﾚﾙｷﾞｰ/
小児科児感染症

高良歯科医院
高良恒己/高良
孔明

浦添市屋富祖1-2-10 877-0485 歯科一般/口腔外科/障害者歯科

たから小児科医院 高良　聰子 浦添市大平1-36-5 879-8777 小児科

https://nakawaka.jp/
http://www.genka-j.jp/
https://sakutansgk.or.jp/
http://www.shimizunaika21.com/medicalcare/
https://www.shiroma-clinic.com/
http://www.sueyoshi-clinic.com/
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たなだ歯科/口腔外科	 棚田　雅博
浦添市牧港2-46-12
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ牧港４階

943-1817 歯科/口腔外科	

ちねん眼科 知念　靖 浦添市前田1-12-7 875-1010 眼科

とぐち耳鼻咽喉科科 渡口　明 浦添市牧港4-2-18 1F 873-3387 耳鼻科

徳山クリニック
徳山清之/永吉
奈央子

浦添市牧港2-46-12-102 942-1001
内科/透析/循環器科/腎/ﾘｳﾏﾁ/膠
原病/高血圧/糖尿病/更年

徳山内科医院 徳山　清公 浦添市大平1-1-11 875-8700
内科/ﾘｳﾏﾁ/膠原病/ 甲状腺/生活
習慣病

とみしま歯科クリニック 富島　修 浦添市西原5-2-5　101号 879-8889 歯科/歯科口腔外科/小児歯科

内科/小児科なかざとクリニック 仲里　弘 浦添市城間3-2-2 875-1126
内科/循環器科/呼吸器科/小児科/
胃腸科

なかそね内科/循環器科環器科 仲宗根　豊 浦添市内科間4-1-2 874-1155 内科/循環器科

名嘉村クリニック
名嘉村博/當山
和代

浦添市伊祖4-2-1-201 870-6600
内科/呼吸器科/ｱﾚﾙｷﾞｰ/循環器科
/ﾘﾊﾋﾞﾘ

名嘉村クリニック　在宅ケアセン

ター
宮城　裕子 浦添市伊祖4-1-11 870-8020

内科/呼吸器科/ｱﾚﾙｷﾞｰ/循環器科
/リハビリ

ねま歯科医院 根間　昌輝 浦添市内科間3-12-6 874-0648 歯科/矯正歯科/小児歯科

バークレー内科 山城　健義
浦添市当山2-2-11
ﾊﾞｰｸﾚｰﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ301号

875-0890 内科

バークレーいむろ　心療内科のクリ
ニック

伊室　伸哉
浦添市当山2-2-11
ﾊﾞｰｸﾚｰｽﾞﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ3階

877-7700 精神科/心療内科

歯科ならび矯正クリニック 嘉数　好哉 浦添市宮城1-26-8　2F 875-4187 矯正歯科

ひがハートクリニック 比嘉　耕一 浦添市港川2-23-2 875-4810 循環器科/内科

辺野喜内科/小児科 辺野喜　英夫 浦添市屋富祖2-24-7 876-6523
内科/小児科/胃腸科/循環器科/呼
吸器科/皮膚科

外科間眼科 外科間　政利 浦添市伊祖2-24-8 879-9914 眼科

まえだクリニック 今山　裕康
浦添市前田1-48-8 浦西ガー
デンﾋﾞﾙ1F

917-5542 心療内科/精神科/内科/外科

https://www.tanada-dental.com/
https://www.toguchi-ent.com/
https://www.tokuyama.or.jp/
https://tomishimashika.com/information?id=accessMapBox
http://nsleep.com/
http://nsleep.com/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%A8%BA%E7%99%82/
http://nsleep.com/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%A8%BA%E7%99%82/
https://www.hanarabikyousei.com/
http://www.higaheart.com/
http://www.maedaclinic2015.com/
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牧港眼科 石川　真 浦添市牧港4-2-20 879-2114 眼科

牧港クリニック
平良豊/比嘉康
敏

浦添市牧港4-24-7 871-1500 麻酔/整形外科

牧港泌尿器科 金城　勤 浦添市牧港2-46-12-501 873-3033 泌尿器科

まちなと小児科児クリニック 新垣　義清
浦添市牧港2-46-12 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞ
ﾙ牧港4階

942-1110 小児科

まちなと内科在宅クリニック 大濵　篤 浦添市牧港2-46-8 875-8888 内科

丸勝中央クリニック 平良　勝彦 浦添市大平1-28-1 878-5500
外科/整形外科/胃腸科/皮膚科/肛
門科

マンマ家クリニック 久高　学
浦添市経塚633ﾒﾃﾞｨｶﾙKﾌﾟﾗｻﾞ
2F

988-4141 乳腺科/甲状腺科

みどり耳鼻咽喉科 辺土名　仁 浦添市宮城4-2-1 874-7070 耳鼻科

みやぎ内科循環器科

ファミリークリニック
宮城　淳 浦添市伊祖2-3-6 871-3088

内科/循環器科/消化器内科/呼吸
器科/小児科/皮膚科/在宅

みやざと内科クリニック 宮里　昌 浦添市宮城2-17-1 875-7000
内科（透析/腎臓疾患/糖尿病/高血
圧）リウマチ科

みやびデンタルクリニック 下地　雅一
浦添市経塚745-7
経塚駅前医療モール1F

878-4181 歯科/小児科

宮良クリニック 宮良　球一郎
浦添市伊祖2-3-1
ｻﾝﾁｬｲﾙﾄﾞめぐみ2-202号

878-3311 乳腺外科

みゆき小児科 山川 美由紀 浦添市前田3-3-8-103 878-5828 小児科/ｱﾚﾙｷﾞ－/小児内分泌科

山本クリニック 山本　和儀 浦添市伊祖2-30-7-101号室 879-3303
精神科/神経内科/心療内科/メンタ
ルヘルス/カウセリング

ライフデンタルクリニック浦添 知念 武史 浦添市宮城3-7-5　103 879-5404 歯科

ロクト整形外科クリニック 上里 智美 浦添市牧港2-46-12 2F 878-6910 整/スポ－ツ整形/ﾘﾊﾋﾞﾘ

http://painmakimina.byoinnavi.jp/pc/
https://www.machinatokodomo-c.com/
http://machinato.byoinnavi.jp/pc/
http://mamma-ya.jp/
http://www.miyagi-familyclinic.jp/
http://www.miyagi-familyclinic.jp/
https://miyazato-naika.com/
http://www.miyabidental.jp/
https://miyara.jp/
https://miyukishounika.com/
http://www.yamamotoclinic.org/
https://rokuto.com/

