
平成31年度（令和元年度）高齢者肺炎球菌予防接種医療機関一覧 ２０１９年３月５日時点

医療機関名 電話番号 所在地 医療機関名 電話番号 所在地

うるま市 翔南病院 ９３０－３０２０ 山内３－１４－２８

赤道医院 ９７４－３８５９ 赤道９－１０ じねんこどもクリニック ９８９－５６０１ 山里１－１－２　パーチェ山里　３F

うるま記念病院 ９７２－６０００ 字昆布１８３２－３９７ ソフィアクリニック ９２３－２１１０ 安慶田３－１１－３０

大嶺医院 ９７３－１１２５ 字田場１４１７ ちばなクリニック ９３９－１３０１ 知花６－２５－１５

しま小児科内科クリニック ９７２－３７８８ 安慶名３－２３－２４ ちゅうざん病院 ９８２－１３４６ 松本６－２－１

しゅくみね内科 ９７５－１５１５ 字赤道７５９－１ 中部協同病院 ９３８－８８２８ 知花６－２５－５

しろま内科クリニック ９７３－２５００ 喜屋武546-1　1F 中部産婦人科医院 ９３７－８８７８ 安慶田１－３－２０

すながわ内科クリニック ９７５－２５２５ 字江州６００－５ 東部クリニック ９３２－０１１１ 与儀３ー９ー１

中山内科医院 ９７４－４６２０ 字赤道２６０－７ 仲宗根クリニック ９３３－８０００ 高原７－２３－１４

みどり町クリニック ９７２－３８５８ みどり町５－２７－２ なかみねニュークリニック ９２９－１０００ 字古謝2丁目21番29号 

もとむら耳鼻咽喉クリニック ９７４－３３４１ みどり町４－１０－７ なかむら内科おなかクリニック ９３０－３３７７ 比屋根６－２７－１７　１Ｆ

石川医院 ９６４－３０４９ 石川２－２１－５ 永山脳神経クリニック ９２９－２２００ 美原４－１－１０

伊波クリニック ９６４－５７３５ 石川伊波４３１ 登川クリニック ９３７－０１２３ 登川２－２４－２

みのり内科クリニック ９６５－７７７０ 石川２４０８ はた内科クリニック ９８７－５２０１ 美原３－２２－８

山田小児科内科医院 ９６５－３５７７ 石川東山１－１９－１１ ふくはら胃腸科・外科 ９２１－０００１ 美里仲原町２６－５

よしクリニック ９８２－５３５３ 石川曙３－２－１０ 富名腰医院 ９３８－２９３６ 住吉１－５－１６

与勝病院 ９７８－５２３５ 勝連南風原３５８４ まつもと胃腸科整形外科医院 ９３９－２１１５ 松本１－２１－２３

与勝あやはしクリニック ９８３－００５５ 与那城屋慶名４６７－１１１ 美里ヒフ科 ９３９－７２４１ 東２－５－１４

寺本耳鼻咽喉科医院 ９８９－６３８１ 勝連平安名１６５５－１ 美原クリニック ９３８－１５００ 字松本９２２

伊禮医院 ９７８－７３３２ 与那城２４ 桃山クリニック ９３０－２２３３ 南桃原３－１－1

沖縄市 山里整形外科 ９３３－１３３１ 山里１－４－１５

愛聖クリニック ９３９－５１１４ 高原５－１５－１１ やんハーブクリニック ９３９－８８７７ 東２－１６－５

あいレディースクリニック ９３７－１１１１ 美里４－１７－７ ゆいクリニック ９８９－３８０１ 登川２４４４－３

あきら整形外科クリニック ９２１－３３３０ 古謝２－１９－５ 和花クリニック ９３４－８７０２ 東１－５－１７　２階・３階

安立医院 ９３３－６２００ 山内１－７－５ 北谷町

アワセ第一医院 ９３７－５５３６ 泡瀬２－５４－２６ 北上中央病院 ９３６－５１１１ 字上勢頭６３１－９

伊佐整形外科 ９３１－１１１１ 比屋根２－３－３ こばし内科クリニック ９３６－１１１１ 字桑江１２３－１Ｆ

うちま内科 ９３４－７５００ 宮里４－２－３ たまきクリニック ９２６－１３１３ 上勢頭８３７－８

おおやま泌尿器科クリニック ９３１－１５７７ 山里１－１－２　３０４  北谷病院 ９３６－５６１１ 字上勢頭６３１－４

嘉数医院 ９３０－００９０ 諸見里１－２６－２ とうま整形外科クリニック ９２６－６６７７ 字桑江１２３番地２階

岸本内科クリニック ９３４－７７７０ 登川１－１－２４ 徳洲会ハンビークリニック ９２６－３０００ 北前１－２１－１

コザクリニック ９３８－１０３８ 仲宗根町１９－１ まちだクリニック ９２１－７３００ 上勢頭５５６－３

コザ整形外科医院 ９３８－３４７８ 美里１－２６－３３ もりなが内科・小児科クリニック ９２６－１２３４ 美浜２－７－４　

しおひら内科・腎クリニック ９３０－２１１２ 山里１－１－２　３０３ やびく産婦人科･小児科 ９３６－６７８９ 字砂辺３０６

潮平病院 ９３７－２０５４ 胡屋１－１７－１

※次の列へ続く



平成31年度（令和元年度）高齢者肺炎球菌予防接種医療機関一覧 ２０１９年３月５日時点

医療機関名 電話番号 所在地 医療機関名 電話番号 所在地

宜野湾市 中城村

愛誠園クリニック ８９８－４１４１ 伊佐３－２６－８ 今井内科医院 ９８８－９９４６ 字南上原６２０－１

愛知クリニック ８９２－３５１１ 字愛知1－2－12 海風クリニック ８７０－３３２２ 字南上原１００５－２

いきいき耳鼻咽喉科クリニック ８９３－１１８７ 長田１－１－３ 榕原医院 ８９５－７５０５ 字北上原２８０

池原外科胃腸科医院 ８９３－１５３１ 新城２－４０－２７ ハートライフ病院 ８９５－３２５５ 字伊集２０８

いとむクリニック ８９８－５８５６ 伊佐１－１０－９ みなみ内科 ９４３－２３２１ 南上原１０７２

おやかわクリニック ８９３－５５１１ 長田１－２９－１ わくさん内科 ８９５－１９００ 字屋宜５９７－１３

海邦病院 ８９８－２１１１ 真志喜２－２３－５ 北中城

神元内科医院 ８９８－６６３１ 真栄原３－５－３ 中部徳洲会病院 ９３２－１１１０ アワセ土地区画整理事業地内2街区1番

かりゆしクリニック ８９８－０５５５ 嘉数４－２５－１５ ファミリークリニックきたなかぐすく ９３５－５５１７ 字喜舎場３６０－１

宜野湾記念病院 ８９３－２１０１ 宜野湾３－３－１３ 屋宜原病院 ９３３－１５７４ 字屋宜原７２２

喜屋武内科クリニック ８９０－７７１５ 嘉数２－１－１ 嘉手納町

サンクリニック ８９８－３３７０ 伊佐２－９－３５　　 池原内科 ９５６－３０８１ 字嘉手納５４７

しらはまクリニック ８９８－１６７１ 伊佐３－９－１９ 名嘉病院 ９５６－１１６１ 字嘉手納２５８

ちゃたに内科・呼吸器科 ８９８－７７７７ 字宇地泊７２４-２ 野村ハートクリニック ９８２－８８１０ 屋良１０６３－１

統合医療センター　クリニックぎのわん ８９０－１２１３ 大山７－７－２２ 読谷村

西平医院 ８９６－１１１６ 赤道２－２－２ かなさん内科クリニック ９５７－１９３３ 字古堅６７５

光クリニック ８９８－２２３３ 嘉数２－２－１ ゆんたんざクリニック ９５６－１２３６ 字都屋２４５

古堅ウィメンズクリニック ８９０－１６００ 大謝名１６５ 古堅南クリニック ９２１－５６７７ 古堅９２３－２

まえはら内科 ８７０－２８０７ 真栄原３－１９－８ まつしまクリニック ９５８－６８８８ 字瀬名波８９４－２

みやぎ小児科クリニック ８９８－３３３９ 我如古４４７－１ よみたんクリニック ９５８－５７７５ 字長浜１７７４

宮城医院 ８９３－７７７７ 野嵩１－１０－１１ 読谷村診療所 ９５６－１１５１ 字都屋１７９

よなみね内科 ８９４－１０００ 普天間２－４－５ よみたん皮フ科 ９５７－１２４１ 字都屋２３４－３

西原町 ライフケアクリニック 長浜 ９８２－９０００ 字長浜１５３０－１

あいわクリニック ９４６－５５５８ 字池田７６６－２ 注意事項：予防接種は全て予約制です。予防接種を受ける医療機関に電話などで予約してください。

アドベンチスト・メディカル・センター ９４６－２８３３ 字幸地８６８ 　　　　　予約をキャンセルする場合は、医療機関に電話などで連絡してください。

いちょう内科あしとみ ９４４－４４４４ 字内間３４５－２

太田小児科医院 ９４６－５０８１ 字小橋川１６４－１

幸地クリニック ９４４－４１６５ 字幸地９７３

しらかわ内科 ９４４－３５５０ 字棚原１－２０－１０

城間医院 ９４５－４５５１ 字翁長２４０－７

しんざと内科 ９４６－５５００ 小波津３－５

とうま内科 ９４６－３７９９ 字幸地９７３-３

ハートライフクリニック ８８２－０８１０ 字掛保久２８８

玄米クリニック ９４４－６６６３ 字翁長８３４

【お問い合わせ】 

うるま市役所こども健康課 ☎９８９－０２２０ 


