
令和4年度 高齢者インフルエンザ予防接種受託施設一覧 (南部地区医師会）
医療機関名 施設長名 住所 TEL 備考

1 とよみクリニック 比嘉 章 豊見城市真玉橋123番地 098-856-5700

2 伊佐内科クリニック 伊佐 勝憲 豊見城市真玉橋285-1 098-851-8828

3 かかず耳鼻咽喉科クリニック 嘉数 光雄 豊見城市真玉橋285-1 098-856-3317

4 とよむファミリークリニック 伊佐 勉 豊見城市長堂375-6 098-851-1717

5 かかず内科クリニック 嘉数 雅也 豊見城市根差部589-5 098-851-8774

6 松岡医院 松岡 満照 豊見城市字高嶺395番地56 098-850-7977

7 介護老人保健施設 桜山荘 砂川 亨 豊見城市高嶺111番地 098-856-1111 入所者のみ

8 みやぎ内科 宮城 裕一 豊見城市翁長869番地 098-988-6100

9 豊崎メディカルクリニック 下地 國浩 豊見城市字翁長864-8 098-856-1288

10 介護老人保健施設 平成苑 大濱 悦子 豊見城市名嘉地217番地の2 098-856-7222 利用者等のみ

11 なかそね整形外科リハビリクリニック 仲宗根 聰 豊見城市豊見城444-2 098-851-0255

12 とくとくクリニック 徳村 保昌 豊見城市豊見城444-2 098-851-0277

13 しろま小児科医院 城間 昇 豊見城市豊見城294-2 098-856-8811

14 垣花整形外科医院 垣花 隆夫 豊見城市豊見城1007-30 098-850-4160

15 かでな内科医院 嘉手納 成之 豊見城市豊見城753-2 098-850-5266

16 しいな整形外科 椎名 行夫 豊見城市高安317-1 098-850-0417

17 豊見城中央病院 外間 力人 豊見城市上田25番地 098-851-0501

18 介護老人保健施設友愛園 新城 哲治 豊見城市上田25番地 098-850-3811 入所者のみ

19 さくもと泌尿器科・皮フ科 佐久本 操 豊見城市宜保5-1-1 098-851-0022

20 もりクリニック 森 俊和 豊見城市宜保二丁目1番地5 098-856-1500

21 空と海とクリニック 玉城 清酬 豊見城市宜保2丁目7番地7 098-840-2000

22 うえず内科クリニック 上江洌 良尚 豊見城市宜保310-13 098-891-6688

23 とみしろ内科 上浪 敦 豊見城市宜保266-4 098-840-2100

24 かみやクリニック 神谷 厚 糸満市阿波根1552-2 098-995-3377

25 耳鼻咽喉科かおる医院 新垣 香太 糸満市潮平705−4 098-994-1133

26 健孝クリニック 大城 健孝 糸満市潮平714-2 098-994-1177

27 豆の木クリニック 吉原 邦男 糸満市潮平764-1 098-995-3030 通院患者のみ

28 みなみしまクリニック 島袋 毅 糸満市潮平787-17 098-840-3730

29 くでけん小児科 久手堅 修 糸満市西崎6-11-8 098-994-2099

30 がじまる診療所 大嶺 雅規 糸満市西崎2丁目26番6号 098-851-3347

31 南部クリニック 城間 寛 糸満市西崎町5丁目8-10 098-840-8221

32 南山病院 譜久原 弘 糸満市字賀数406−1 098-994-3660

33 西崎病院 名嘉 勝男 糸満市字座波371番地1 098-992-0055

34 ひめゆりクリニック 玉城 利昭 糸満市伊原107-1 098-997-3702

35 ウェルネス西崎病院 名嘉 圭代 糸満市糸満2041-5 098-994-2582

36 たまき耳鼻咽喉科クリニック 玉城 三七夫 糸満市字真栄里1432-1 098-995-3387

37 みんなのクリニック 宮城 剛 糸満市字真栄里2029-11 098-840-3733



38 よしかわ整形クリニック 吉川 朝昭 糸満市字真栄里2031-4 098-995-2525

39 糸満協同診療所 上原 幸盛 糸満市潮崎町2丁目1番地10 098-992-3920

40 沖縄こどもとおとなの整形外科 久光 淳士郎 八重瀬町字東風平1209 098-840-7770

41 耳鼻咽喉科やえせクリニック 中村 由紀夫 八重瀬町字伊覇304番地 098-998-1212

42 東風平クリニック 眞榮城 玄晴 八重瀬町字伊覇254番地3 098-998-6636

43 やえせ整形外科 新井 弘一 八重瀬町字伊覇258番地2 098-851-4888

44 東風平第一医院 甲斐田 和博 八重瀬町字友寄42番地 098-998-6987

45 緑クリニック 神里 賢三 八重瀬町字宜次721-11 098-835-7722

46 南部徳洲会病院 服部 真己 八重瀬町字外間171-1 098-998-3221

47 中村内科胃腸科 中村 博 八重瀬町字具志頭154-9 098-840-7778

48 久田病院 久田 研二 南風原町字大名275番地 098-889-3206

49 嬉野が丘サマリヤ人病院 山城 義広 南風原町字新川460番地 098-889-1328

50 はえばる耳鼻咽喉科 江洲 浩明 南風原町字新川163番地 098-888-2233

51 一日橋医院 宮里 政己 南風原町兼城497−1 098-889-7387

52 上里整形外科 上里 博光 南風原町兼城401 098-888-2227

53 のはら小児科医院 野原 薫 南風原町兼城258番地 098-888-2111

54 沖縄第一病院 石川 直樹 南風原町兼城642−1 098-888-1151

55 吉クリニック 吉 晋一郎 南風原町字神里495番地 098-888-5552

56 比嘉胃腸科内科 比嘉 良夫 南風原町照屋362番地 098-882-7000

57 てるや整形外科 照屋 勉 南風原町津嘉山1595番地 098-888-3636

58 みやぐに皮フ科 宮國 均 南風原町字津嘉山1490番地 098-888-4112

59 南風内科クリニック 照屋 諭 南風原町字津嘉山1490番地 098-888-2121

60 つかやま内科 津嘉山 朝洋 南風原町字津嘉山1674番地 098-888-6610

61 つかざんクリニック 島袋 容司樹 南風原町字津嘉山1315-1 098-888-6789

62 ありがとう子供クリニック 二木 良夫 南風原町字津嘉山440-5 098-851-7000

63 沖縄県健康づくり財団附属診療所 金城 忠雄 南風原町字宮平212 098-889-6474

64 野原整形外科 野原 昌亮 与那原町上与那原341-2 098-946-1010

65 中村内科クリニック 中村 義人 与那原町字与那原3068番地１ 098-945-2587

66 与那原中央病院 山里 將浩 与那原町字与那原2905 098-945-8101

67 ながみね内科 長嶺 春利 与那原町字与那原1121番地 098-882-0777

68 なかだ内科クリニック 仲田 操 与那原町東浜93-3 098-944-2211

69 ロコモクリニック南城 上原 敏則 南城市玉城字船越949番地4 098-949-1155

70 精神内科訪問診療所 津嘉山 貞夫 南城市大里字大城2392番地5-101号室 098-946-1696

71 みなみ野クリニック 外間 康男 南城市大里字平良2584番地2 098-945-8811

72 南城つはこクリニック 小山 信二 南城市佐敷字津波古433番地 098-947-3722

73 沖縄メディカル病院 湧上 民雄 南城市佐敷字津波古西原2310番地 098-947-3555

74 あかし内科クリニック 明石 学 南城市知念字久原693番地 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ華満進１Ｆ 098-947-3331


