
地
区
別 

所
在
地

病院・医院名 電話番号

本
庁

曙 曙クリニック 863-5858

天久
大浜第一病院 866-5182
ながた内科クリニック 869-1024
若水クリニック 869-5005

上之屋 おもろまちメディカルセンター 867-2116

泉崎
古謝内科医院 855-2230
友寄クリニック 855-0852

おもろまち
愛和ファミリークリニック 941-7255
ともり内科循環器科 868-5888

久米 伊集内科医院 864-1188

久茂地
仲松内科クリニック 861-3875
新健幸クリニック 861-5700
JOY レディースクリニック くもじ 943-2500

古波蔵

開邦クリニック 832-3259
かなしろ内科 832-7080
川平病院 836-1101
こくらクリニック 855-1020

楚辺 あらかき内科クリニック 851-7828
壺川 にこにこ整形外科 836-4807
壺屋 新川クリニック 863-1511

泊
新垣クリニック 864-1330
仲地胃腸内科クリニック 866-3232

西 西町クリニック 867-0010
東町 那覇市医師会生活習慣病検診センター 860-3017

樋川

知念医院 832-1241
脳外科クリニックくだ 834-2701
山城消化器内科医院 832-3055
山城整形外科眼科医院 836-1100

牧志
石川外科クリニック 869-0330
けいわクリニック 951-3759
仲原漢方クリニック 868-2367

松尾

平良クリニック 863-7110
なはまちクリニック 868-3013
まつおＴＣクリニック 861-8006
松島内科クリニック 866-6289
那覇民主診療所 880-9620

松山 八重洲クリニック 861-8618

銘苅
かつれん内科クリニック 860-8615
喜屋武内科・呼吸器科 868-5676
徳洲会新都心クリニック 860-0386

地
区
別 

所
在
地

病院・医院名 電話番号

首
里

儀保町 花城内科医院 884-1879

久場川町

くばがわメディカルクリニック 988-8182
光輪会沖縄クリニック 886-5790
首里内科クリニック 979-5333
たつや脳神経外科 885-8000

崎山町 首里 千樹の杜クリニック 987-0011

当蔵町
親泊内科 887-1222
鳥堀養生クリニック 886-3212

鳥堀町 島袋内科・胃腸科 886-7085

小
禄

赤嶺
おろくハートクリニック 852-8080
那覇西クリニック 858-5557

宇栄原
うえばるクリニック 852-0037
さつきクリニック 857-1500
はざま胃腸内科クリニック 859-1352

小禄
小禄病院 857-8713
てるきな内科胃腸科医院 858-5005

金城
かなぐすくクリニック 857-7788
たばる内科胃腸科 858-0005

高良
あじとみクリニック 859-5888
おおうらクリニック 859-1941

田原
いらはクリニック 859-5566
守礼クリニック 858-9615

宮城 かいせいクリニック 858-5577

那
覇
市
外
※1

宜野湾 沖縄病院 898-2121
中城 ハートライフ病院 870-3730

浦添

あかみねクリニック 873-0071
浦添総合病院健診センター 0570-010-986
同仁病院 876-2212
さくだ内科クリニック 878-2500
かりまた内科医院 878-5126
みやぎ内科循環器科ファミリークリニック 871-3088

西原 アドベンチスト メディカルセンター 946-2844
与那原 与那原中央病院 945-8101

南風原
沖縄県健康づくり財団 889-6474
沖縄第一病院 888-1151

八重瀬 南部徳洲会病院 998-0309

豊見城
豊見城中央病院附属 健康管理センター 852-2000
とよみ生協病院 850-9003

地
区
別 

所
在
地

病院・医院名 電話番号

本
庁

銘苅

仲本内科 860-1835
平田胃腸科・内科 869-7272
さきはら内科 988-3559
のはら元氣クリニック 867-0012

真

和

志

安里

クリニック安里 861-5050
大道中央病院 886-5678
又吉内科クリニック 866-0007
嶺井医院 887-7646

国場
こくら台ハートクリニック 855-8810
古謝泌尿器科クリニック 853-8866

識名 真玉橋クリニック 836-0123

大道
メディカルプラザ大道中央 886-5678
琉生病院 885-5131

仲井真 嘉数胃腸科外科医院 832-1111

長田
がきやクリニック 832-8801
のぶ内科クリニック 832-2266
神谷医院 834-0128

古島
仲本病院 885-3333
那覇市立病院 0120-784-155

真地 白井クリニック 833-6500

真嘉比
みやら内科クリニック 886-5858
なかよし内科クリニック 887-3333
安木内科 882-4300

松川

岸本外科リハビリクリニック 885-5550
首里城下町クリニック第一 885-5000
輔仁クリニック 885-6605
ヒルズガーデンクリニック 885-0333

三原
がなは医院 832-3235
前田胃腸科医院 832-4889
三原内科クリニック 836-3111

与儀
沖縄赤十字病院 836-7433
沖縄セントラル病院 854-5541
ましどり整形外科 854-6215

寄宮
大原医院 854-0211
クリニック絆 854-5531

首
里

石嶺町

金井医院 884-6249
叶クリニック 886-0888
首里協同クリニック 884-4846
シャロンクリニック 884-1300

儀保町 きなクリニック 885-4976

令和３年度　特定健診　実施医療機関一覧

　　　今年度の土曜日・夜間集団健診日程表

※1掲載している医療機関以外でも、市外で特
定健診を受診できる場合がありますので、
健康増進課へお問い合わせください。

　　☎ 853-7961

【編集後記】〜集団健診を振り返って〜
5月23日（日）に行われた集団健診は、健康意識の高まりもあり多くの方が受診されました。
集団健診会場ではこまめに消毒するなど、徹底した感染防止対策により、安心して受診できるよう、受診環境を整えています。
今後も受診者多数により、予約受付ができなくなる可能性がありますので、早めに予約されるようにしてください。

沖縄県健康づくり財団
電話予約
 TEL:098-889-6452
 8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00
 土日祝日を除きます。
ネット予約
 URL：www.ganjuu.or.jp
詳細は健康づくり財団のホーム
ページをご確認ください。

集団健診の予約先健（検）診日時
と受付時間 曜日 ネット

予約期間
電話

予約期間 健診会場
受けられる健診　※数字は定員数

特定健診 肺 胃 大腸 子宮 乳

令和3年
10月16日

8:30～10:30
土

８月 25 日
～

９月 12 日

９月 15 日
～

９月 17 日

那覇市保健所
那覇市与儀 1-3-21
駐車台数に限りがあります。

60 60 × 80 × ×

11月12日
夜17:30～

19:00
金

９月 17 日
～

１０月８日

10 月 13 日
～

10 月 15 日
那覇市役所 1 階市民会議室
那覇市泉崎 1-1-1 ※ 2 60 60 × 80 × ×

12月11日
8:30～10:30 土

10 月 22 日
～

11 月 7 日

11 月 10 日
～

11 月 12 日
那覇市職員厚生会館 P 有料
那覇市おもろまち 1-1-1 120 120 30 150 80 40

令和4年
1月15日

8:30～10:30
土

11 月 26 日
～

12 月 12 日

12 月 15 日
～

12 月 17 日

沖縄産業支援センター
那覇市字小禄 1831-1

（陸上自衛隊那覇駐屯地近く）
120 120 30 150 × ×

平日忙しい方はこちら！

満
員
御
礼

※予約などは直接お問い合わせください

※２平日の午後、那覇市役所内で実施している「まちかど健診」もあります。詳細は健康増進課へお問い合わせください。
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