
市町村 医療機関名 電話番号

名護市 あがりえクリニック 0980-43-0271

名護市 あき内科クリニック 0980-45-0088

名護市 新垣耳鼻咽喉科 0980-53-5586

名護市 うりずん診療所 0980-54-6633

名護市 おおにし医院 0980-43-0200

名護市 大宮医院 0980-53-4116

名護市 かじまやリゾートクリニック 0980-51-1197

名護市 勝山病院 0980-53-7777

名護市 儀保小児科内科医院 0980-53-4833

名護市 久志診療所 0980-55-8886

名護市 クリニック和睦 0980-43-0418

名護市 育ちのクリニック 0980-53-3366

名護市 たいら内科クリニック 0980-53-0033

名護市 名護市屋我地診療所 0980-52-8887

名護市 名護療育医療センター 0980-52-0957

名護市 平安山医院 0980-52-6895

名護市 北部山里クリニック 0980-52-1119

名護市 やんばる協同クリニック 0980-52-1001

名護市 ゆうクリニック 0980-54-8010

国頭村 国頭村立診療所 0980-41-5380

東村 東村立診療所 0980-51-2200

大宜味村 大宜味村立診療所 0980-50-5450

今帰仁村 今帰仁診療所 0980-56-3581

本部町 もとぶ野毛病院 0980-47-3001

本部町 やまだクリニック 0980-47-6660

伊江村 伊江村立診療所 0980-49-2054

宜野座村 かんな病院 098-968-3661

金武町 おくまクリニック 098-968-5017

金武町 きんクリニック 098-968-2145

金武町 松原クリニック 098-968-3961

恩納村 恩納クリニック 098-966-8115

沖縄市 愛聖クリニック 098-939-5114

沖縄市 あいレディースクリニック 098-937-1111

沖縄市 あさとこどもクリニック 098-921-2121

沖縄市 アワセ第一医院 098-937-5536

沖縄市 いしはら小児科 098-934-7666

予防接種実施医療機関

※必ず事前に医療機関へご予約いただきますようよろしくお願い致します。
（各医療機関によって対応できる予防接種が異なりますので予めご了承ください。）



沖縄市 伊元小児科 098-938-6112

沖縄市 嘉数医院 098-930-0090

沖縄市 潮平病院 098-937-2054

沖縄市 ちばなクリニック 098-939-1301

沖縄市 中部協同病院 098-938-8828

沖縄市 中部産婦人科医院 098-937-8878

沖縄市 はた内科クリニック 098-987-5201

沖縄市 はなしろ小児科 098-930-5177

沖縄市 ふくはら小児科医院 098-934-3183

沖縄市 まつもと胃腸科整形外科医院 098-939-2115

沖縄市 美原クリニック 098-938-1500

沖縄市 桃山クリニック 098-930-2233

沖縄市 山里整形外科 098-933-1331

沖縄市 やんハーブクリニック 098-939-8877

沖縄市 ゆいクリニック 098-989-3801

沖縄市 吉里小児クリニック 098-921-0300

宜野湾 愛知クリニック 098-892-3511

宜野湾 いとむクリニック 098-898-5856

宜野湾 うえはらこどもクリニック 098-892-5151

宜野湾 岡こどもクリニック 098-942-9255

宜野湾 おやかわクリニック 098-893-5511

宜野湾 かりゆしクリニック 098-898-0555

宜野湾 宜野湾記念病院 098-893-2101

宜野湾 喜屋武内科クリニック 098-890-7715

宜野湾 サンクリニック 098-898-3370

宜野湾 ちゃたに内科・呼吸器科 098-898-7777

宜野湾 統合医療センター　クリニックぎのわん 098-890-1213

宜野湾 まえはら内科 098-870-2807

宜野湾 みやぎ小児科クリニック 098-898-3339

宜野湾 よなみね内科 098-894-1000

うるま市 赤道医院 098-974-3859

うるま市 大嶺医院 098-973-1125

うるま市 川根内科外科 098-974-3025

うるま市 しげま小児科医院 098-973-2300

うるま市 しま小児科内科クリニック 098-972-3788

うるま市 しろま内科クリニック 098-973-2500

うるま市 ちねん小児科 098-973-7120

うるま市 中山内科医院 098-974-4620

うるま市 ひまわりキッズクリニック 098-974-2982

うるま市 もとむら耳鼻咽喉ｸﾘﾆｯｸ 098-974-3341

うるま市 石川医院 098-964-3049



うるま市 伊波クリニック 098-964-5735

うるま市 みのり内科クリニック 098-965-7770

うるま市 山田小児科内科医院 098-965-3577

うるま市 よしクリニック 098-982-5353

うるま市 与勝病院 098-978-5235

うるま市 寺本耳鼻咽喉科医院 098-989-6381

うるま市 伊禮医院 098-978-7332

西原町 あいわクリニック 098-946-5558

西原町 ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｽﾄ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｾﾝﾀー 098-946-2833

西原町 いちょう内科あしとみ 098-944-4444

西原町 太田小児科医院 098-946-5081

西原町 幸地クリニック 098-944-4165

西原町 城間医院 098-945-4551

北谷町 こばし内科クリニック 098-936-1111

北谷町 北谷病院 098-936-5611

北谷町 徳洲会ハンビークリニック 098-926-3000

北谷町 まちだクリニック 098-921-7300

北谷町 もりなが内科・小児科クリニック 098-926-1234

北谷町 やびく産婦人科･小児科 098-936-6789

嘉手納町 名嘉病院 098-956-1161

嘉手納町 野村ハートクリニック 098-982-8810

中城村 今井内科医院 098-988-9946

中城村 うえむら病院 098-895-3535

中城村 榕原医院 098-895-7505

中城村 ハートライフ病院 098-895-3255

北中城村 中部徳洲会病院 098-932-1110

北中城村 ファミリークリニックきたなかぐすく 098-935-5517

読谷村 かなさん内科クリニック 098-957-1933

読谷村 そけん小児科 098-958-1544

読谷村 玉城ファミリークリニック 098-956-1236

読谷村 まつしまクリニック 098-958-6888

読谷村 よみたんクリニック 098-958-5775

読谷村 読谷村診療所 098-956-1151

読谷村 よみたん皮フ科 098-957-1241

浦添市 あかみねクリニック 098-873-0071

浦添市 赤嶺内科小児科医院 098-878-0515

浦添市 浦添協同クリニック 098-870-8060

浦添市 浦添総合病院 098-878-0231

浦添市 浦西医院 098-878-7070

浦添市 かりまた内科医院 098-878-5126

浦添市 岸本こどもクリニック 098-877-0808



浦添市 経塚クリニック 098-876-2211

浦添市 具志堅循環器・内科 098-875-0007

浦添市 ぐるんぱ小児科心臓科クリニック 098-871-1737

浦添市 キンザ―前クリニック 098-963-9010

浦添市 下地内科 098-874-7007

浦添市 末吉内科外科胃腸科医院 098-878-2271

浦添市 たから小児科医院 098-879-8777

浦添市 ティーダこどもクリニック 098-873-2020

浦添市 同仁病院 098-876-2212

浦添市 内科・小児科なかざとクリニック 098-875-1126

浦添市 仲西内科医院 098-877-3824

浦添市 名嘉村クリニック 098-870-6600

浦添市 なかむら小児クリニック 098-873-3900

浦添市 バークレー内科 098-875-0890

浦添市 辺野喜内科・小児科 098-876-6523

浦添市 まちなと小児クリニック 098-942-1110

浦添市 丸勝中央クリニック 098-878-5500

浦添市 みやぎ内科循環器科ファミリークリニック 098-871-3088

浦添市 みゆき小児科 098-878-5828

浦添市 向井わらびークリニック 098-894-3646

那覇市 那覇市立病院 098-884-5111

那覇市 なはまちクリニック 098-868-3013

那覇市 いけま小児科 098-886-4119

那覇市 やぎSUNクリニック 098-832-3387

那覇市 糸数病院 098-863-4103

那覇市 ましどり整形外科 098-854-6215

那覇市 小児クリニック　たまなは 098-867-0017

那覇市 おもろキッズクリニック 098-861-8866

那覇市 安謝小児クリニック 098-869-0600

那覇市 あらかき内科クリニック 098-851-7828

那覇市 さつきクリニック 098-857-1500

那覇市 大浜第一病院 098-866-5171

那覇市 真玉橋クリニック 098-836-0123

那覇市 開邦クリニック 098-832-3259

那覇市 かなぐしくクリニック 098-857-7788

那覇市 きなクリニック 098-885-4976

那覇市 松川内科小児科 098-855-1901

那覇市 西町クリニック 098-867-0010

那覇市 おおしろ小児科 098-855-5220

那覇市 新川クリニック 098-863-1511

那覇市 白井クリニック 098-833-6500



那覇市 がきやクリニック 098-832-8801

那覇市 おもろまちメディカルセンター 098-867-2116

那覇市 首里城下町クリニック第一 098-855-5000

那覇市 シャロンクリニック 098-884-1300

那覇市 首里こどもクリニック 098-885-2525

那覇市 沖縄セントラル病院 098-854-5511

那覇市 川平病院 098-836-1101

那覇市 おおキッズクリニック 098-887-0055

那覇市 徳洲会新都心クリニック 098-860-0755

那覇市 ありがとう子供クリニック 098-851-7000

那覇市 かおる小児科 098-831-8880

那覇市 前浜小児科医院 098-887-0800

那覇市 小児クリニックたまなは 098-867-0017

那覇市 かなぐすくクリニック 098-857-7788

那覇市 おもろキッズクリニック 098-861-8866

那覇市 もりやま小児科 098-887-5558

那覇市 又吉小児科 098-861-5110

那覇市 垣花小児科内科医院 098-859-3085

豊見城 とよみクリニック 098-856-5700

豊見城 松岡医院 098-850-7977

豊見城 しろま小児科医院 098-856-8811

豊見城 豊見城中央病院 098-850-3811

豊見城 ぐしこどもクリニック 098-850-3102

豊見城 もりクリニック 098-856-1500

糸満市 かみや母と子のクリニック 098-995-3511

糸満市 新垣小児科医院 098-992-4050

糸満市 耳鼻咽喉科かおる医院 098-994-1133

糸満市 くでけん小児科 098-994-2099

糸満市 がじまる診療所 098-851-3347

糸満市 ひめゆりクリニック 098-997-3702

糸満市 白銀病院 098-994-2582

糸満市 きのしたこどもクリニック 098‐995-1100

八重瀬町 中村内科胃腸科 098-840-7778

八重瀬町 やえせ子どもクリニック 098-998-1234

八重瀬町 南部徳洲会病院 098-998-3221

南風原 はえばる耳鼻咽喉科 098-888-2233

南風原 のはら小児科医院 098-888-2111

南風原 沖縄第一病院 098-888-1151

南風原 吉クリニック 098-888-5552

南風原 つかざんクリニック 098-888-6789

南風原 はえばる北クリニック 098-987-0011



南城市 大里こどもクリニック 098-882-8111

南城市 南城つはこクリニック 098-947-3722

与那原 知念耳鼻咽喉科 098-945-3987

与那原 ながみね内科 098-882-0777

宮古島市 いけむら小児科 0980-73-4970

宮古島市 いしみねクリニック 0980-75-5878

宮古島市 城辺中央クリニック 0980-77-4693

宮古島市 下地診療所 0980-74-7878

宮古島市 ドクターゴン診療所 0980-76-2788

石垣市 石垣島徳洲会病院 0980-88-0123

石垣市 上原内科医院 0980-88-7068

石垣市 大浜診療所 0980-87-5093

石垣市 よしもとこどもクリニック 0980-88-6688

石垣市 よなは医院 0980-84-4781

石垣市 仲間内科クリニック 0980-88-8500


