
No，１ 

二 次 健 康 診 断 等 指 定 医 療 機 関 一 覧 表  （ ５8 件） 

平成２８年 ９月 １日 

指 定 医 療 機 関 名 所 在 地 連 絡 先 

那覇署（01）                         （30 件） 

社会医療法人 友愛会 

南部病院 

〒901-0362 

糸満市真栄里 870 
098（994）0501 

宗教法人ｾﾌﾞﾝｽﾃﾞｰｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｽﾄ教団 

ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｽﾄﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 

〒903-0201 

西原町字幸地 868 
098（946）2833 

社会医療法人 仁愛会 

浦添総合病院 

〒901-2132 

浦添市伊祖 4-16-1 
098（878）0231 

医療法人 清成会 

浦西医院 

〒901-2104 

浦添市当山 2-9-3 
098（878）7070 

 

沖縄回生クリニック 

〒902-0066 

那覇市大道 115-6 
098（884）2811 

沖縄医療生活協同組合 

沖縄協同病院 

〒900-8558 

那覇市古波蔵 4-10-55 
098（853）1200 

一般財団法人 

沖縄県健康づくり財団 

〒901-1192 

南風原町字宮平 212 
098（889）6474 

 

沖縄赤十字病院 

〒902-0076 

那覇市与儀 1-3-1 
098（853）3134 

医療法人 寿仁会 

沖縄セントラル病院 

〒902-0076 

那覇市与儀 1-26-6 
098（854）5511 

医療法人 録寿会 

小禄病院 

〒901-0152 

那覇市小禄 547-1 
098（857）1789 

 

公立久米島病院 

〒901-3121 

島尻郡久米島町字嘉手苅 572-3 
098（985）5555 

医療法人 沖縄徳洲会 

こくらクリニック 

〒900-0024 

那覇市古波蔵 3-8-28 
098（855）1020 

医療法人 陽心会 

大道中央病院 

〒902-0067 

那覇市安里 1-1-37 
098（869）0005 

医療法人 陽心会  

メディカルプラザ大道中央 

〒902-0066 

那覇市大道 123 
098（886）0007 

医療法人 友愛会 

豊見城中央病院 

〒901-0243 

豊見城市字上田 25 
098（850）3811 

社会医療法人 清心会 

徳山クリニック 

〒901-2131 

浦添市牧港 2-46-12  102 号 
098（942）1001 

医療法人 沖縄徳洲会 

徳洲会 新都心クリニック 

〒900-0004 

那覇市銘苅 2-2-1 
098（860）0755 

医療法人 春風 

ながみね内科 

〒901-1303 

与那原町字与那原 1121 
098（882）0777 

医療法人 

中山外科胃腸科医院 

〒902-0068 

那覇市真嘉比 2-4-10 
098（886）3717 

地方独立行政法人 

那覇市立病院 

〒902-8511 

那覇市古島 2-31-1 
098（884）5111 

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 

那覇市東町 26-1 
098（868）9331 

医療法人 沖縄徳洲会 

南部徳洲会病院 

〒901-0493 

八重瀬町字外間 171-1 
098（998）3221 

 

 

 



No，２ 

指 定 医 療 機 関 名 所 在 地 連 絡 先 

医療法人 以和貴会 

西崎病院 

〒901-0314 

糸満市字座波 371-1 
098（992）0055 

医療法人 へいあん 

平安病院 

〒901-2111 

浦添市経塚 346 
098（877）6467 

医療法人 大平会 

嶺井第一病院 

〒901-2113 

浦添市大平 466 
098（877）5806 

医療法人 和の会 

与那原中央病院 

〒901-1303 

与那原町字与那原 2905 
098（945）8101 

財団法人 琉球生命済生会 

琉生病院 

〒902-0066 

那覇市大道 56 
098（885）5131 

沖縄医療生活協同組合 

とよみ生協病院 

〒901-0293 

豊見城市字真玉橋 593-1 
098（850）7955 

 

島尻キンザー前クリニック 

〒901-2126 

浦添市宮城 1-29-1 1 階 
098（963）9010 

医療法人 博愛会 

牧港中央病院 

〒901-2131 

浦添市字牧港 1199 
098（877）0575 

沖縄署（02）                       （１8 件） 

医療法人恩和会 

恩納クリニック 

〒904-0411 

中頭郡恩納村字恩納 6329 
098（966）8115 

医療法人 球陽会 

海邦病院 

〒901-2224 

宜野湾市真志喜 2-23-5 
098（898）2111 

医療法人 明陽会 

川根内科医院 

〒904-2215 

うるま市みどり町 4-2-29 
098（974）3025 

医療法人 センダン 

北上中央病院 

〒904-0101 

中頭郡北谷町上勢頭 631-9 
098（936）5111 

医療法人心和会 

潮平病院 

〒904-0021 

沖縄市胡屋 1-17-1 
098（937）2054 

医療法人 翔南会 

翔南病院 

〒904-0034 

沖縄市山内 3-14-28 
098（930）3020 

一般社団法人 

中部地区医師会研修センター 

〒904-0113 

中頭郡北谷町字宮城 1-584 
098（936）8200 

 

中部協同病院 

〒904-2153 

沖縄市美里 1-31-15 
098（938）8828 

医療法人 沖縄徳洲会 

中部徳洲会病院 

〒901-2305 

中頭郡北中城村アワセ 

土地区画整理事業地内２街区１番 

098（937）1110 

社会医療法人 敬愛会 

ちばなクリニック 

〒904-2143 

沖縄市知花 6-25-15 
098（939）1301 

医療法人 沖縄徳洲会 

徳洲会 ハンビークリニック 

〒904-0117 

中頭郡北谷町北前 1-21-1 
098（926）3000 

社会医療法人 敬愛会  

中頭病院 

〒904-2195 

沖縄市知花 6-25-5 
098（939）1300 

医療法人 康陽会 

仲宗根クリニック 

〒904-2171 

沖縄市高原 7-23-14 
098（933）8000 

一般社団法人 

日本健康倶楽部 沖縄支部 

〒904-2142 

沖縄市登川 3169 
098（939）4026 

 

 

 



No，３ 

指 定 医 療 機 関 名 所 在 地 連 絡 先 

社会医療法人 かりゆし会 

ハートライフ病院 

〒901-2492 

中城村字伊集 208 
098（895）3255 

医療法人 泰山会 

まつしまクリニック 

〒904-0325 

中頭郡読谷村瀬名波 894-2 
098（958）6888 

医療法人安心会 

愛聖クリニック 

〒904-2171 

沖縄市高原 5-15-11 
098（939）5114 

ウェルライフクリニック   

たまき内科 

〒904-0101 

北谷町字上勢頭 630-7 
098（989）9211 

  
 

 

 

 
 

名護署（03）                      （4 件） 

 

国頭村立診療所 

〒905-1411 

国頭郡国頭村字辺土名 1437 
0980（41）5380 

  

今帰仁診療所 

〒905-0414 

国頭郡今帰仁村字謝名 139 
0980（56）3581 

社団法人  

北部地区医師会病院 

〒905-8611 

名護市字宇茂佐 1712-3 
0980（54）1111 

医療法人 野毛会 

もとぶ野毛病院 

〒905-0212 

国頭郡本部町大浜 880-1 
0980（47）3001 

 

 

 
 

宮古署（04）                      （3 件） 

医療法人 たぶの木 

うむやすみゃあす・ん診療所 

〒906-0013 

宮古島市平良字下里 1477-4 
0980（73）3854 

医療法人 祐真会 

宮古島リハビリ温泉病院 

〒906-0011 

宮古島市平良字東仲宗根添 1898-7 
0980（73）0800 

医療法人 沖縄徳洲会 

宮古島徳洲会病院 

〒906-0014 

宮古島市平良字松原 552-1 
0980（73）1100 

 

 

 
 

八重山署（05）                      （3 件） 

医療法人 沖縄徳洲会 

石垣島徳洲会病院 

〒907-0001 

石垣市大浜字南大浜 446-1 
0980（88）0123 

医療法人 上善会 

かりゆし病院 

〒907-0024 

石垣市字新川 2124 
0980（83）5600 

 

与那国町診療所 

〒907-1801 

与那国町字与那国 125-1 
0980（87）2250 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


