令和３年度 成人肺炎球菌ワクチン病院一覧表
医療機関名

沖

電話番号

所在地

愛聖クリニック

９３９－５１１４ 高原5-15-11

あいレディースクリニック

９３７－１１１１ 美里4-17-7

医療機関名

電話番号

所在地

まつもと胃腸科整形外科医院 ９３９－２１１５ 松本1-21-23
沖
縄
市

美里ヒフ科

９３９－７２４１ 東2-5-14

桃山クリニック

９３０－２２３３ 南桃原3-1-1

山里整形外科

９３３－１３３１ 山里1-4-15

あきら整形外科クリニック

９２１－３３３０ 古謝2-19-5

安立医院

９３３－６２００ 山内1-7-5

アワセ第一医院

９３７－５５３６ 泡瀬2-54-26

やんハーブクリニック

９３９－８８７７ 東2-16-5

伊佐整形外科

９３１－１１１１ 比屋根2-3-3

ゆいクリニック

９８９－３８０１ 登川2444-3

うちま内科

９３４－７５００ 宮里4-2-3

いわした内科クリニック

９８２－６６６６

おおやま泌尿器科クリニック

９３１－１５７７ 山里1-1-2 304

大嶺医院

９７３－１１２５ 田場1417

嘉数医院

９３０－００９０ 諸見里1-26-2

川根内科外科

９７４－３０２５ みどり町４-２-２９

岸本内科クリニック

９３４－７７７０ 登川1-1-24

しま小児科内科クリニック

９７２－３７８８ 安慶名3-23-24

コザクリニック

９３８－１０３８ 仲宗根町19-1

しゅくみね内科

９７５－１５１５ 赤道759-1

しおひら内科・腎クリニック

９３０－２１１２ 山里1-1-2 303

しろま内科クリニック

９７３－２５００ 喜屋武546-1 1F

潮平病院

９３７－２０５４ 胡屋1-17-1

すながわ内科クリニック

９７５－２５２５ 江州600-5

翔南病院

９３０－３０２０ 山内3-14-28

中山内科医院

９７４－４６２０ 赤道260-7

みどり町クリニック

９７２－３８５８ みどり町5-27-2

和花クリニック

９２３－５８１８ 字江洲135番地5

石川医院

９６４－３０４９ 石川2-21-5

伊波クリニック

９６４－５７３５ 石川伊波431

みのり内科クリニック

９６５－７７７０ 石川2408

山田小児科内科医院

９６５－３５７７ 石川東山1-19-11

よしクリニック

９８２－５３５３ 石川曙3-2-10

縄 じねんこどもクリニック

０９０-８３８３-５２６１

山里1-1-2

3F

ソフィアクリニック

９２３－２１１０ 安慶田3-11-30

ちばなクリニック

９３９－１３０１ 知花6-25-15

市 ちゅうざん病院

９８２－１３４６ 松本6-2-1

中部協同病院

９３８－８８２８ 美里1-31-15

中部産婦人科医院

９３７－８８７８ 安慶田1-3-20

東部クリニック

９３２－０１１１ 与儀3ー9ー1

仲宗根クリニック

９３３－８０００ 高原7-23-14

なかみねニュークリニック

９２９－１０００ 古謝2-21-29

なかむら内科おなかクリニック

９３０－３３７７ 比屋根6-27-17

永山脳神経クリニック

９２９－２２００ 美原4-1-10

登川クリニック

９３７－０１２３ 登川2-24-2

はた内科クリニック

９８７－５２０１ 美原3-22-8

ふくはら胃腸科・外科

９２１－０００１ 美里仲原町26-5

富名腰医院

９３８－２９３６ 住吉1-5-16

2021/3/15 時点

北谷町保健相談センター ＴＥＬ（098）-936-4336
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志
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石
川
地
区

与勝病院
与
勝
那
連 与勝あやはしクリニック
城
伊禮医院

安慶名1-2-11コーポＹＯＮＡＨＡⅡ

９７８－５２３５ 勝連南風原3584
９８３－００５５ 与那城屋慶名467-111
９７８－７３３２ 与那城24

必ず希望する医療機関にお電話にてご予約ください。

令和３年度 成人肺炎球菌ワクチン病院一覧表
医療機関名

読
谷
村

所在地

医療機関名

電話番号

所在地

北上中央病院

９３６－５１１１ 上勢頭631-9

愛誠園クリニック

８９８－４１４１ 伊佐3-26-8

こばし内科クリニック

９３６－１１１１ 桑江123-1Ｆ

愛知クリニック

８９２－３５１１ 愛知1-2-12

たまきクリニック

９２６－１３１３ 上勢頭837-8

いきいき耳鼻咽喉科クリニック

８９３－１１８７ 長田1-1-3

９３６－５６１１ 上勢頭631-4

池原外科胃腸科医院

８９３－１５３１ 新城2-40-27

９２６－６６７７ 桑江123番地2階

いとむクリニック

８９８－５８５６ 伊佐1-10-9

徳洲会ハンビークリニック

９２６－３０００ 北前1-21-1

おやかわクリニック

８９３－５５１１ 長田1-29-1

もりなが内科・小児科ｸﾘﾆｯｸ

９２６－１２３４ 美浜2-7-7

海邦病院

８９８－２１１１ 真志喜2-23-5

やびく産婦人科・小児科

９３６－６７８９ 砂辺306

神元内科医院

８９８－６６３１ 真栄原3-5-3

池原内科

９５６－３０８１ 嘉手納547

かりゆしクリニック

８９８－０５５５ 嘉数4-25-15

名嘉病院

９５６－１１６１ 嘉手納258

宜野湾記念病院

８９３－２１０１ 宜野湾3-3-13

野村ハートクリニック

９８２－８８１０ 屋良1063-1

なかそね内科

９５７－０７０７ 字伊良皆340

まつしまクリニック

９５８－６８８８ 瀬名波894-2

よみたんクリニック

９５８－５７７５ 長浜1774

ちゃたに内科・呼吸器科

８９８－７７７７ 宇地泊724-2

読谷村診療所

９５６－１１５１ 都屋179

クリニックぎのわん

８９０－１２１３ 大山7-7-22

よみたん皮フ科

９５７－１２４１ 都屋234-3

西平医院

８９６－１１１６ 赤道2-2-2

ライフケアクリニック長浜

９８２－９０００ 長浜1530-1

光クリニック

８９８－２２３３ 嘉数2-2-1

あいわクリニック

９４６－５５５８ 池田766-2

古堅ウィメンズクリニック

８９０－１６００ 大謝名165

ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｽﾄ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｾﾝﾀー

９４６－２８３３ 幸地868

まえはら内科

８７０－２８０７ 真栄原3-19-8

いちょう内科あしとみ

９４４－４４４４ 内間345-2

みやぎ小児科クリニック

８９８－３３３９ 我如古447-1

太田小児科医院

９４６－５０８１ 小橋川164-1

宮城医院

８９３－７７７７ 野嵩1-10-11

９４４－３５５０ 棚原1-20-10

よなみね内科

８９４－１０００ 普天間2-4-5

９４５－４５５１ 翁長240-7

今井内科医院

９８８－９９４６ 南上原620-1

しんざと内科

９４６－５５００ 小波津3-5

とうま内科

９４６－３７９９ 幸地973-3

中 ハートライフ病院
城
村 みなみ内科

ハートライフクリニック

８８２－０８１０ 掛保久288

わくさん内科

８９５－１９００ 屋宜597-13

玄米クリニック

９４４－６６６３ 翁長834

中部徳洲会病院

９３２－１１１０ 字比嘉801番地

ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ

９３５－５５１７ 北字喜舎場360-1

北 北谷病院
谷
町 とうま整形外科クリニック

嘉
手
納

電話番号

西
しらかわ内科
原
町 城間医院

必ず希望する医療機関にお電話にてご予約ください。
2021/3/15 時点

北谷町保健相談センター ＴＥＬ（098）-936-4336

宜

野 喜屋武内科クリニック

８９０－７７１５ 嘉数2-1-1

湾 サンクリニック

８９８－３３７０ 伊佐2-9-35

市 しらはまクリニック

８９８－１６７１ 伊佐3-9-19

北
中
城

きたなかぐすく

８９５－３２５５ 伊集208
９４３－２３２１ 南上原1072

屋宜原病院

９３３－１５７４ 北字屋宜原722

北中城若松病院

９３５－２２７７ 大城311

