
登録医一覧

市町村 施設名 住所
上原しんとしん皮フ科 那覇市おもろまち1-6-1

うえはら小児科医院 那覇市おもろまち2-2-22

愛和ファミリークリニック 那覇市おもろまち3-6-3

仲本クリニック 那覇市おもろまち4-11-24

おもろキッズクリニック 那覇市おもろまち4-14-26

おもろまち駅前歯科 那覇市おもろまち4-17-21　ｹｲｴﾑﾋﾞﾙ6Ｆ

ともり内科循環器科 那覇市おもろまち4-19-8

クリニックおもろまち 那覇市おもろまち4-6-20　

リハビリテーションクリニックやまぐち 那覇市安謝1-10-28

ミント歯科 那覇市安謝1－1－28　2F

仲地レディースクリニック 那覇市安謝1-20-16

まじきなデンタルクリニック 那覇市安謝188－1

ももはら矯正歯科クリニック 那覇市安謝2-12-18

安謝小児クリニック 那覇市安謝215-1

ライフデンタルクリニック那覇 那覇市安謝2-4-6

大道美容外科内科 那覇市安里1-1-18

しんざと歯科 那覇市安里1-1-58

屋宜歯科医院 那覇市安里1－4－13

クリニック安里 那覇市安里1-7-3

そらクリニック 那覇市安里2-5-1-305

安里駅前こまつ歯科医院 那覇市安里2-6-27　ルエ・メゾン・ソピア1F

又吉内科クリニック 那覇市安里2-9-8

大道歯科医院　 那覇市安里381番地 本部ﾋﾞﾙ6階

仲宗根整形外科 那覇市安里388-5　2F

嶺井医院 那覇市安里395－2

さつきクリニック 那覇市宇栄原1-18-23

さつき歯科クリニック 那覇市宇栄原2-18-3

まんまる子どもクリニック 那覇市宇栄原2-18-8

きせ整形外科 那覇市宇栄原3-5-14

島袋歯科医院 那覇市宇栄原464

うえばるクリニック 那覇市宇栄原678番地

しんじょうクリニック 那覇市宇栄原6丁目1-3

友寄歯科医院 那覇市寄宮2-30-49　ベルベ森山2F

なかむら眼科 那覇市寄宮3-12-15

嘉手納歯科医院 那覇市久米1－24－13　　2Ｆ

仲里歯科医院 那覇市久米1-25-10

伊集内科医院 那覇市久米2－10－15

玉木歯科 那覇市久茂地1-2-20　3Ｆ

たろう歯科医院 那覇市久茂地1－3－8　宇良ビル2Ｆ

当山美容形成外科 那覇市久茂地2－11－18

タマキ歯科医院 那覇市久茂地2－12－1

仲松内科クリニック 那覇市久茂地2-13-3

さき山歯科クリニック 那覇市久茂地2－6－20　久高木材ビル2階

久茂地歯科クリニック 那覇市久茂地2-8-7　ニイモトビル4Ｆ

くだ歯科クリニック 那覇市久茂地3－11－6　仲間ビル2階

伊志嶺整形外科 那覇市久茂地3－24－14

けんし歯科医院 那覇市久茂地3－4－10　YAKAビル4F

みえばしクリニック 那覇市久茂地3－8－15

かなぐすく歯科 那覇市金城2－12－7

那覇かなぐすく皮膚科 那覇市金城5-11-6　小禄ｶﾞｰﾃﾞﾝﾋﾞﾙ1階

かなぐすくクリニック 那覇市金城5－16－13

那覇市



小禄整形外科 那覇市金城5－2－8

おろく眼科 那覇市具志1丁目1-11　1階

美代子クリニック 那覇市古島1-22-10

ひらばやし歯科 那覇市古島2-11-3　1F

宇良耳鼻咽喉科クリニック 那覇市古島2-6-5

かなしろ内科 那覇市古波蔵220－3

友利産婦人科 那覇市古波蔵2-25-34

開邦クリニック 那覇市古波蔵2－4－14

あじとみクリニック 那覇市高良1-10-7　1F

おおうらクリニック 那覇市高良3-5-22

小禄ホワイト歯科 那覇市高良3-6-1

野原耳鼻咽喉科医院 那覇市国場1072－1

こくら台ハートクリニック 那覇市国場1169-20

ゆいデンタルクリニック 那覇市国場1183-1

長田クリニック 那覇市国場334－1

古謝泌尿器科クリニック 那覇市国場372

宮城歯科クリニック 那覇市国場541番地

かおる小児科 那覇市国場724-3　101号

オリオン歯科 那覇市三原1-23-1

がなは医院 那覇市三原1-28-12

前田胃腸科医院 那覇市三原2－15－12

三原内科クリニック 那覇市三原2－30－5

真和志歯科クリニツク 那覇市三原3-18-27

長浜歯科医院 那覇市字国場1186-2

岸本外科リハビリクリニック 那覇市字松川441番地

さきはら内科 那覇市字銘苅303　ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾙｽﾞめかるﾋﾞﾙ2階

真玉橋クリニック 那覇市識名1316－3

はやし歯科クリニック 那覇市若狭2-5-1

きなクリニック 那覇市首里儀保町1-26-3

花城内科医院 那覇市首里儀保町3-8

首里内科クリニック 那覇市首里久場川町2-135

首里眼科 那覇市首里久場川町2-136-1

くばがわメディカルクリニック 那覇市首里久場川町2-96-18　　2F

首里の杜耳鼻咽喉科 那覇市首里久場川町2-96-18　　2F

たつや脳神経外科 那覇市首里久場川町2-96-18　　3F

首里こどもクリニック 那覇市首里久場川町2-96-18　　4F

首里あかみね歯科 那覇市首里金城町2-101

ゆずりは訪問診療所 那覇市首里金城町3丁目32番地

金井医院 那覇市首里石嶺町 3-218-3

首里協同クリニック 那覇市首里石嶺町1－147－3

ミッキ－歯科クリニック 那覇市首里石嶺町2-70-15

まきし歯科医院 那覇市首里石嶺町4－199

おおキッズクリニック 那覇市首里石嶺町4-238-2　ﾒﾃﾞｨｶﾙいしみね2F

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

のとはら歯科 那覇市首里石嶺町4-6-3

叶クリニック 那覇市首里石嶺町4-9-1

大城眼科医院 那覇市首里石嶺町4-96

もりやま小児科 那覇市首里石嶺町4-96-1

ほかま歯科クリニック 那覇市首里鳥堀町1－9

伊波レディースクリニック 那覇市首里汀良町1-8-2

くばがわ歯科医院 那覇市首里汀良町3-63-3　ハイビスカスマンションB-1

親泊内科 那覇市首里当蔵町2-14

とおのくら整形外科 那覇市首里当蔵町2－14　2Ｆ

知花歯科医院 那覇市首里当蔵町2－17

那覇市



こはぐら歯科医院 那覇市首里平良町１－４

城北デンタルクリニック 那覇市首里平良町2-4

おくずみ歯科クリニック 那覇市曙2－10－25

曙クリニック 那覇市曙3-20-14

大田整形外科医院 那覇市小禄1－1－50

ファミリークリニック小禄 那覇市小禄4-1-9　2階

てるきな内科胃腸科医院 那覇市小禄5－14－5

かりゆし歯科 那覇市小禄5-15-14

白山歯科クリニック 那覇市小禄5-17-1

和ウィメンズクリニック 那覇市小禄5－17－2

八重洲クリニック 那覇市松山2-23-13

長嶺歯科医院 那覇市松川1－11－13　ハイツ松川201

ヒルズガーデンクリニック 那覇市松川20-1

新城歯科医院 那覇市松川278－3

輔仁クリニック 那覇市松川301-4

首里城下町クリニック第一 那覇市松川3-18-30

松城クリニック 那覇市松川442

なかそね和内科 那覇市松川47番地

松島内科クリニック 那覇市松尾1-4-11

中央皮フ科 那覇市松尾1-4-13

ミヤサト歯科 那覇市松尾1丁目19－27

平良クリニック 那覇市松尾2－16－43

整形外科よざクリニック 那覇市松尾2-2-25-4号

まつおTCクリニック 那覇市松尾2-2-25-4号

開南皮フ科 那覇市松尾2－24－14

たまき歯科医院 那覇市松尾2-3-7

みやらデンタルクリニック 那覇市上間236番地

おぎどう眼科 那覇市上間275－1

松本歯科クリニック 那覇市上間559-1　ｻﾝﾌｪｱﾘｰ毎日1F

ひろ耳鼻科皮膚科形成外科 那覇市上之屋1-18-36　沖縄映像せんたービル　2F

嘉陽皮膚科 那覇市上之屋1-19-22　2階

きらきらデンタルクリニック 那覇市上之屋1-4-46

みやら内科クリニック 那覇市真嘉比1-7-1

いけま小児クリニック 那覇市真嘉比2-1-4

なかよし内科クリニック 那覇市真嘉比2-29-28

とくだ歯科クリニック 那覇市真嘉比3-13-2　2F

安木内科 那覇市真嘉比3-13-3

島袋整形外科 那覇市真嘉比3-6-14

那覇西クリニックまかび 那覇市真嘉比76

アラカキ眼科 那覇市真嘉比93-1

にしひら歯科クリニック 那覇市真地358-1

白井クリニック 那覇市真地52-3

比嘉歯科医院 那覇市西1－15－16　1Ｆ

西町クリニック 那覇市西3-4-1

ゆめクリニック 那覇市赤嶺2-3-1　101

ひまわり歯科 那覇市赤嶺2-4-12

宮里歯科医院 那覇市泉崎1-19-17

ユキデンタルオフィス 那覇市泉崎2－19－7

石川産婦人科 那覇市泉崎2－20－2

友寄クリニック 那覇市泉崎2-2-6

ライフケアクリニック那覇 那覇市泉崎2-3-8　ﾛｲﾔﾙﾊｲﾂ泉崎402号

古謝内科医院 那覇市泉崎2-7-2

ひまわりクリニック 那覇市泉崎2－8－18

新田クリニック 那覇市前島1-14-3

那覇市



宮城美容外科クリニック 那覇市前島2－2－1　3階

赤嶺歯科クリニック 那覇市楚辺2－25－9

やぎＳＵＮクリニック 那覇市仲井真317-1　ＹＭビル2Ｆ

あさひ眼科 那覇市長田1－1－1

寄宮歯科医院 那覇市長田1－12－3

きりん歯科クリニック 那覇市長田1－4－4

ながた歯科医院 那覇市長田1-7-10

つぼや歯科医院 那覇市壷屋2-23-4

みやびクリニック 那覇市壷川1丁目12-4

伊計歯科 那覇市天久1－27－20

小児クリニックたまなは 那覇市天久1-6-19

若水クリニック 那覇市天久1-7-8

なごみ泌尿器科クリニック 那覇市天久1-8-1　ｺｰﾎﾟ杜201

ちばこどもクリニック 那覇市天久2-1-15　　1F　

ながた内科クリニック 那覇市天久2-19-15

整形外科てるクリニック 那覇市天久2-5-38

仲里眼科 那覇市田原1－9－1

いらはクリニック 那覇市田原1-9-2

ハート歯科医院 那覇市田原287番地

さわやか整形クリニック 那覇市田原3-12-4

守礼クリニック 那覇市田原3－3－7

ともよせ歯科医院 那覇市田原4-7-3

東町外科医院 那覇市東町22－5

まきし歯科 那覇市泊1－1－13

新垣クリニック 那覇市泊1-13-1

こころクリニック 那覇市泊1-13-16

外間眼科医院 那覇市泊1-25-1　2階

ウィメンズクリニック糸数 那覇市泊1－29－12

仲地胃腸内科クリニック 那覇市泊2-6-10　2F

はいさいクリニック 那覇市泊2丁目18-81

首里城下町クリニック第二 那覇市繁多川3－5－18－4号

おおみじゃ眼科 那覇市繁多川3-7-8

かず整形外科クリニック 那覇市繁多川3-7-8

砂川歯科医院 那覇市繁多川5－17－7

山城整形外科眼科医院 那覇市樋川1-18-22

山城消化器内科医院 那覇市樋川1－18－22

脳外科クリニック　くだ 那覇市樋川2-1-37　なかもとビル　3階

知念医院 那覇市樋川2-9-1　リバーサイドかみはら103

沖映通り眼科 那覇市牧志1-4-43

ふくろうクリニック 那覇市牧志2-16-12

とくやま眼科医院 那覇市牧志2-16-8　2F

けいわクリニック 那覇市牧志2-17-12

大城歯科医院 那覇市牧志2-17-15

仲原漢方クリニック 那覇市牧志2-18-27

ながみね歯科 那覇市銘苅1-10-12

はねじ歯科クリニック 那覇市銘苅1-3-41　レゼル・アッシュ2-B

徳洲会新都心クリニック 那覇市銘苅2-2-1

まきし眼科クリニック 那覇市銘苅2－4－18ー102

ＹＹマリンデンタルクリニック 那覇市銘苅2－4－46

あかりクリニック 那覇市銘苅303番地　メディカルヒルズめかるビル2F

仲本内科 那覇市銘苅3-15-3

仲本歯科医院 那覇市銘苅3－15－3

のはら元氣クリニック 那覇市銘苅3-21-21

ぐしけん皮フ科 那覇市銘苅3-22-33

那覇市



平田胃腸科・内科 那覇市銘苅3-22-33

かつれん内科クリニック 那覇市銘苅3-9-18

アメカル耳鼻科クリニック 那覇市銘苅3-9-23

もり歯科 那覇市与儀2－2－3

ましどり整形外科 那覇市与儀2-4-23

与儀中央クリニツク 那覇市与儀366－2

つぼや眼科 那覇市壺屋1-7-16

浦崎整形外科クリニック 那覇市壺屋2－14－24

安里皮膚科医院 那覇市壺屋2－4－3

浦添中央医院 浦添市安波茶1-21-27

おおひら歯科クリニック 浦添市安波茶1-27-8

東産婦人科クリニック 浦添市安波茶1-30-17

浦添伊祖皮膚科 浦添市伊祖2-1-3　メディカルプレイス伊祖3階

ありんクリニック小児科 浦添市伊祖2-1-3　メディカルプレイス伊祖4階

サンパーク胃腸内科クリニック 浦添市伊祖2-1-3　メディカルプレイス伊祖5階

がねこ歯科醫院 浦添市伊祖2-1-3　メディカルプレイス伊祖6階-2

砂辺腎・泌尿器科 浦添市伊祖2-2-5

うえだ歯科 浦添市伊祖2-2-5　サンチャイルドめぐみ201号室

山本クリニック 浦添市伊祖2-30-7

宮良クリニック 浦添市伊祖2-3-1

げんか耳鼻咽喉科 浦添市伊祖2-3-1　2F

池村クリニック 浦添市伊祖3-13-8

名嘉村クリニック 浦添市伊祖4-2-1

しろま歯科医院 浦添市屋富祖1－3－6

辺野喜内科・小児科 浦添市屋富祖2-24-7

てぃーら整形外科 浦添市屋富祖3-34-2　ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞたろう2階

なしろハルンクリニック 浦添市屋富祖3-34-2　ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞたろう3階

キンザー前クリニック 浦添市宮城1-29-1　1F

みやざと内科クリニック 浦添市宮城2-17-1

浦添協同クリニック 浦添市宮城3-1-5

ライフデンタルクリニック浦添 浦添市宮城3-7-5-103

下地内科 浦添市宮城4-2-1

みどり耳鼻咽喉科 浦添市宮城4－2－1　2階

島デンタルクリニック 浦添市宮城5-2-1

新里眼科医院 浦添市宮城5-7-5

しみず胃腸内科21 浦添市宮城6-1-15　3F

たつや整形外科 浦添市宮城6-1-15　浦添ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ2階

浦添さかい眼科 浦添市宮城6-1-21　2F

経塚歯科クリニック 浦添市経塚437番地

カルシウム歯科 浦添市経塚467番地

さくだ内科クリニック 浦添市経塚585-1　ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ経塚1F

さきはまクリニック 浦添市経塚585-1　ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ経塚2階

くくる歯科医院 浦添市経塚600番地

マンマ家クリニック 浦添市経塚633　　ﾒﾃﾞｨｶﾙKﾌﾟﾗｻﾞ2F

向井わらびークリニック 浦添市経塚633　　ﾒﾃﾞｨｶﾙKﾌﾟﾗｻﾞ4F

稲福内科医院 浦添市経塚633　ﾒﾃﾞｨｶﾙKﾌﾟﾗｻﾞ1F

高宮城皮フ科 浦添市経塚676-1

みやざと整形ｸﾘﾆｯｸ経塚駅前 浦添市経塚745-7　経塚駅前医療ﾓｰﾙ

Naoko女性クリニック 浦添市経塚745-7　経塚駅前医療ﾓｰﾙ2階

宮城歯科医院 浦添市港川2－28－8

てぃーだ歯科クリニック 浦添市城間2-5-1　102号

浦添セレブクリニック胃腸科・内科 浦添市城間2-7-1

内科・小児科なかざとクリニック 浦添市城間3-2-2

ティーダこどもクリニック 浦添市城間4-3-10-1

那覇市

浦添市



三愛歯科医院 浦添市勢理客1－2－28

とみしま歯科クリニック 浦添市西原5-2-5

ちねん眼科 浦添市前田1-12-7

サザン歯科まえだ 浦添市前田1143-31

楠見耳鼻咽喉科 浦添市前田1149-14

具志堅循環器・内科 浦添市前田1152-1

上原歯科クリニック 浦添市前田1-48-1

幸喜内科　糖尿病・甲状腺クリニック 浦添市前田2丁目1517番

みゆき小児科 浦添市前田3-3-8

城間クリニック 浦添市前田564-1

かじまやークリニック 浦添市前田997

徳山内科医院 浦添市大平1-1-11

丸勝中央クリニック 浦添市大平1-28-1

あかみねクリニック 浦添市沢岻2-1-1

町の歯いしゃさん 浦添市沢岻79番地

バークレー内科 浦添市当山2-2-11

ﾊﾞｰｸﾚｰﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ 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5F

バークレー歯科 浦添市当山2-2-2-4号

にこにこ歯科小児歯科 浦添市当山2-9-3

浦西医院 浦添市当山2-9-3

うちま歯科医院 浦添市内間2-10-12

ねま歯科医院 浦添市内間3－12－6

末吉胃腸科外科医院 浦添市内間4-1-18

なかそね内科・循環器科 浦添市内間4-1-2

かりまた内科医院 浦添市内間4-23-21

徳山クリニック 浦添市牧港2-46-12

佐久田脳神経外科・外科 浦添市牧港2-46-12

牧港泌尿器科 浦添市牧港2-46-12

ロクト整形外科クリニック 浦添市牧港2-46-12　ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ牧港202

まちなと内科在宅クリニック 浦添市牧港2-46-8

とぐち耳鼻咽喉科 浦添市牧港4－2－18

かみやま皮フ科 浦添市牧港4－2－18－2Ｆ

牧港眼科 浦添市牧港4－2－20

牧港クリニック 浦添市牧港4-24-7

愛知クリニック 宜野湾市愛知1-2-12

ひかり眼科 宜野湾市愛知45

花城歯科 宜野湾市伊佐3-2-1

新垣形成外科 宜野湾市宇地泊729

岡こどもクリニック 宜野湾市宇地泊772-1

じのん整形外科クリニック 宜野湾市宇地泊820

喜屋武内科クリニック 宜野湾市嘉数2-1-1

さむら脳神経クリニック 宜野湾市嘉数2-2-1 1階

光クリニック 宜野湾市嘉数2-2-1 光栄メディカルビル 2階

かりゆしクリニック 宜野湾市嘉数4-25-15

あさひ歯科医院 宜野湾市我如古2-32-18

みやぎ小児科クリニック 宜野湾市我如古447-1

眼科クリニック幸地 宜野湾市宜野湾2－5－13

もりや歯科医院 宜野湾市志真志1-6-5　朝孝ビル１F

さよｳｨﾒﾝｽﾞ･ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 宜野湾市志真志4-24-7　4階

クリニック・シンフォニア 宜野湾市上原1-18-13

やましろ皮膚科 宜野湾市上原1-2-9

仲尾歯科医院 宜野湾市真栄原1－10－5

まえはら内科 宜野湾市真栄原3-19-8

神元内科医院 宜野湾市真栄原3-5-3

浦添市

宜野湾市



宜野湾整形外科医院 宜野湾市真栄原3-7-7

西平医院 宜野湾市赤道2-2-2

クリニックぎのわん 宜野湾市大山7-7-22

古堅ウィメンズクリニック 宜野湾市大謝名165

当山産婦人科医院 宜野湾市大謝名5-20-8

いきいき耳鼻咽喉科クリニック 宜野湾市長田1-1-3

ふくやま整形外科 宜野湾市長田1-28-1

おやかわクリニック 宜野湾市長田1-29-1

長田歯科医院 宜野湾市長田3－35－9

こはぐら耳鼻咽喉科 宜野湾市普天間2-49-14

早川眼科医院 宜野湾市野嵩2-2-2

ロコモクリニック南城 南城市玉城字船越949-4

おおざと歯科医院 南城市大里字大里2505-1

みなみ野クリニック 南城市大里字大里2584-2

アトール歯科 南城市大里字仲間1155

大里こどもクリニック 南城市大里大里2545－1

あかし内科クリニック 南城市知念字久原693番地　エスペランサ華満進　1F

よなみね歯科クリニック 南風原町宮平59－2　　1－1

のはら小児科医院 南風原町兼城258

トムこども歯科クリニック 南風原町兼城710－1－103

はえばる耳鼻咽喉科 南風原町字新川163

那覇内視鏡クリニック 南風原町字新川217-4　2F

南風内科クリニック 南風原町字津嘉山1490番地　ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞつかざん3F

つかざん腎クリニック 南風原町字津嘉山1490番地　ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞつかざん4F

比嘉胃腸科内科 南風原町照屋362番地

まじきな歯科クリニック 南風原町新川215-3

吉クリニック 南風原町神里495

わんぱくクリニック 南風原町津嘉山1490　2F

てるや整形外科 南風原町津嘉山1595

メイプル歯科 南風原町字津嘉山1404-2-2　コーポKAZU1F

ありがとう子供クリニック 南風原町字津嘉山440-5

ひまわり歯科医院 与那原町字与那原1107

ながみね内科 与那原町字与那原1121

あおぞら小児科 与那原町上与那原340－1

野原整形外科 与那原町上与那原341－2

まつだクリニック 与那原町与那原3678番地

城間医院 西原町字翁長240-7

ゆいゆい内科クリニック 西原町字我謝786-11

とうま内科 西原町字幸地973-3

サンユー歯科 西原町字小橋川154-5

あいわクリニック 西原町字池田766-2

いちょう内科あしとみ 西原町字内間345-2

しろま眼科クリニック 西原町小橋川154-13

ＫＡＺＵクリニック 西原町小那覇２６６ー１メディカルプラザ にしはらハート 2F

貴クリニック 西原町小那覇２６６ー１メディカルプラザ にしはらハート 3F

こころ耳鼻咽喉科 西原町小那覇２６６ー１メディカルプラザ にしはらハート 4F

しんざと内科 西原町小波津3ー5

SAKU整形クリニック 西原町小波津3-5

にしはら皮フ科 西原町小波津3番地の5

しらかわ内科 西原町棚原1-20-10

のびのび整形外科 西原町棚原1-21-8

スマイリー矯正歯科 八重瀬町字東風平1314-5，1F

やえせ整形外科 八重瀬町字伊覇258-2

空の森クリニック 八重瀬町字屋宜原229-1

宜野湾市

南城市

南風原町

与那原町

西原町

八重瀬町



なんぶ歯科医院 八重瀬町東風平11番地

東風平第一医院 八重瀬町友寄42

モリヤデンタルオフィス 豊見城市翁長854-2

みやぎ内科 豊見城市翁長869

田仲医院 豊見城市宜保190

もりクリニック 豊見城市宜保293－1　202号

ねま歯科クリニック 豊見城市宜保310－11　1階

うえず内科クリニック 豊見城市宜保310-13

空と海とクリニック 豊見城市宜保370

トヨミ歯科 豊見城市根差部710

ぐしこどもクリニック 豊見城市字儀保291

かかず耳鼻咽喉科クリニック 豊見城市字真玉橋285-1　とよみﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階

とよさきこどもクリニック 豊見城市字渡橋名289-62-2

神農デンタルオフィス 豊見城市字渡橋名289-62-3

しろま小児科医院 豊見城市字豊見城294-2　暁ハイツ2F

とよみ眼科 豊見城市真玉橋285-1　とよみﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階

伊佐内科クリニック 豊見城市真玉橋285-1　とよみﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ4階

なかそね整形外科リハビリクリニック 豊見城市豊見城444－2

とくとくクリニック 豊見城市豊見城444－2

かみや母と子のクリニック 糸満市阿波根1552－2

かなばやし歯科 糸満市賀数469　ニューワールド101

上原歯科医院 糸満市糸満1367-1

安里眼科 糸満市字潮平722

上原歯科クリニック 糸満市西崎6-15-2

南部クリニック 糸満市西崎町5丁目8-10

い歯科医院 糸満市潮平606-1

am皮膚科クリニック 糸満市潮平787-5

かみや歯科クリニック 糸満市潮平798－4　ｵｱｼｽ當銘1Ｆ

やびく産婦人科・小児科 北谷町砂辺306

とうま整形外科クリニック 北谷町字桑江123番地　2階

沖縄ホワイトデンタルクリニック 北谷町上勢頭813-2

ユニバーサル矯正歯科クリニック 北谷町美浜2－3－1　サンライズ101

わくさん内科 中城村屋宜597ー13

やすらぎクリニック 中城村南上原750

北中城村 屋宜原病院 北中城村字屋宜原722

ライズデンタルクリニック 沖縄市園田1-15-24

愛聖クリニック 沖縄市高原5-15-11

仲宗根クリニック 沖縄市高原7-23-14

山里整形外科 沖縄市山里1-4-15

うしお歯科クリニック 沖縄市松本2-14-30　2F

米須歯科医院 沖縄市松本4－18－2

桑江皮膚科医院 沖縄市上地1-13-3

なおまさクリニック 沖縄市上地2-12-18

コザクリニック 沖縄市仲宗根町19ー1

岸本内科クリニック 沖縄市登川1-1-24

カムカム歯科医院 沖縄市東2丁目25番5号

桃山クリニック 沖縄市南桃原3-1-1

伊佐整形外科 沖縄市比屋根2-3-3

美里女性クリニック 沖縄市美原2-25-3

はた内科クリニック 沖縄市美原3-22-8

永山脳神経クリニック 沖縄市美原4-1-10

みさと耳鼻科 沖縄市美原4－1－15　（2Ｆ）

美里ヒフ科 沖縄市美里1338

アワセ皮フ科クリニック 沖縄市泡瀬4-1-2　1Ｆ

沖縄市

中城村

八重瀬町

豊見城市

糸満市

北谷町



伊元小児科 沖縄市泡瀬4-39-12

かなさん内科クリニック 読谷村古堅675

古堅南クリニック 読谷村古堅923-2

ライフケアクリニック長浜 読谷村字長浜1530-1

よみたん皮フ科 読谷村字都屋234ー3

まつしまクリニック 読谷村瀬名波894-2

よみたんクリニック 読谷村長浜1774

読谷村診療所 読谷村都屋179

恩納村 恩納クリニック 恩納村恩納6329

みどり町眼科医院 うるま市みどり町4-14-7 ｺｰﾎﾟ仲宗根101

とくだ心療内科 うるま市江洲547-2

すながわ内科クリニック うるま市字江洲600-5

あさと整形クリニック うるま市石川1－16－4

東山整形外科 うるま市石川東山2-30-14

中山内科医院 うるま市赤道260ー7

大嶺医院 うるま市田場1417

伊差川整形外科 名護市伊差川309－1

さくら眼科 名護市伊差川310－1

ゆうクリニック 名護市宇茂佐の森1-1-5

メンタルクリニックやんばる 名護市宇茂佐の森1-2-9

辻眼科 名護市宮里1－26－11

かじまやリゾートクリニック 名護市宮里518－2

中央外科 名護市城1－1－12

運天産婦人科医院　 名護市大中3丁目1番5号

美ら海ハシイ産婦人科 名護市大北5－3－4

国頭村 国頭村立診療所 国頭村字辺土名1437

伊江村 伊江村立診療所 伊江村東江前459

球美の島診療所 久米島町真我里78番地

具志川歯科医院 久米島町大田564

渡嘉敷村 渡嘉敷村歯科診療所 渡嘉敷村渡嘉敷209

多良間村 県立宮古病院附属多良間診療所 多良間村塩川162－3

うむやすみゃあす・ん診療所 宮古島市平良下里1477-4

羽地歯科口腔外科医院 宮古島市平良字久貝1062-2

くらはし整形外科クリニック 宮古島市平良西里782番地1

池村内科医院 宮古島市平良東仲宗根194番地

たいら内科 宮古島市平良東仲宗根572－6

みやこクリニック 宮古島市平良東仲宗根596

愛島クリニック 石垣市真栄里108-7

まつをレディースクリニック 石垣市真栄里233－3

宮良眼科医院 石垣市大川140

下地脳神経外科 石垣市登野城660-2

竹富町 竹富町立診療所 竹富町字竹富324

与那国町 与那国町診療所 与那国町与那国125－1

石垣市

沖縄市

読谷村

うるま市

名護市

久米島町

宮古島市


