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医療機関名 問い合わせ先 備考、予約受付時間
あじとみクリニック 859-5888 ★

うえばるクリニック 852-0037 11 時～ 12 時。16 歳以上可。ワクチン
供給に応じて接種

かいせいクリニック 858-5577 平日 10 時～17 時、土曜 10 時～12 時

さつきクリニック − 通月火木金 15 時～17 時

たばる内科胃腸科 − 通（優先）　●★　

小禄病院 970-6609 ●★ワクチンの供給に応じて受付休止あり

茶園耳鼻科 859-3333 ●接種日は水曜以外の午後
詳細は WEB 参照

まんまる子どもクリニック 858-0083 ★接種日：当面の間、土曜日のみ 16
時～ 17 時

医療機関名 問い合わせ先 備考、予約受付時間
がきやクリニック 832-8801 通接種日：月～木 14 時 30 分～ 16 時

ごきげん整形クリニック − 予約停止中です

のは耳鼻咽喉科 835-4600 ●★接種日：火　詳細は HP 確認

のぶ内科クリニック − 10 時～11 時、15 時～17 時、15 歳以上

みやら内科クリニック 通

やぎＳＵＮクリニック 832-3387 ●★接種日：火金 10 時～12 時 30 分

安木内科 882-4300

仲本病院 885-3333 月～金 8 時 30 分～ 17 時 30 分、土 8
時 30 分～12 時 30 分

クリニック絆 854-5531 月～金 14 時～16 時　　

沖縄セントラル病院 854-5511 15 時 30 分～17 時 30 分 
※15 歳以上対象（中学生不可）

真栄城耳鼻咽喉科 −
●★インターネットのみ受付可。「真栄
城耳鼻咽喉科」で検索→「病院なび」
を開く→「初診受付」クリック

大道中央病院 − 入院患者のみ

仲宗根整形外科 887-6122 9 時 30 分～ 12 時、14 時 30 分～ 17 時

沖縄協同病院 080-9854-9684 
080-9854-9656 月～金 9 時～12 時、13 時～16 時

屋宜内科医院 833-1040

首里城下町クリニック第一 − ●★随時予約受付　

那覇市立病院 電話予約不可 通地域連携室窓口へ直接お越しください

田崎病院 885-2375 通 月曜日 14 時、予約は月～金 14 時～
17 時受付

野原耳鼻咽喉科医院 834-3812 月火水金 15 時～17 時

Kukuru きっずクリニック 888-5996 ●★要予約　障害児や慢性疾患を持っ
ている小児等優先

琉生病院 885-5131 通★ 10 時～13 時、14 時～16 時。
接種日：月火

医療機関名 問い合わせ先 備考、予約受付時間
アメカル耳鼻科クリニック 865-3387 要予約　９時 30 分～12 時

イルカこころのクリニック − 通

おもろまちメディカルセンター 080-6484-6691 
080-9854-1670

通月～金 9 時～12 時、14 時～17 時   
　 接種日：火木の午後、要予約

クリニックソルテ − 通

ながた内科クリニック − 通接種日：月水金

のはら元氣クリニック 867-0012 通 9 時 30 分～17 時 30 分、水のみ 9
時 30 分～12 時

はいさいクリニック − 訪問診療患者のみ、電話予約不可

愛和ファミリークリニック 941-7255 ●★要予約、予約開始日は HP 記載

安謝小児クリニック −

伊志嶺整形外科 050-3033-1432 
（予約専用）

通（家族も可）
●★ 10 時～12 時、15 ～17 時

伊集内科医院 864-1188 電話・窓口で予約、高校生以下保護者同伴

まつおＴＣクリニック 861-8006 通（原則）

八重洲クリニック 861-8618

友寄クリニック 854-3678 
（予約専用） ●★月火水金 14 時～17 時

喜屋武内科・呼吸器科 − 予約停止中

宮城美容外科クリニック 860-9120 ●★予約は電話のみ、10 時～17 時

形成外科ＫＣ 866-5151 受付は火・水午前中

山城消化器内科医院 832-3055 9 時～12 時、14 時～17 時　18 歳以下不可

山城整形外科眼科医院 836-1100 ●予約は電話のみ

糸数病院 − ●★女性のみ

曙クリニック 863-5858 ●★

新健幸クリニック 861-5700 Twitterをご参照ください（＠ ShinkenkoClinic）

新川クリニック 863-1511

西町クリニック 867-0010 要予約

仲松内科クリニック 861-3875 ★ 11 時～17 時

仲本内科・小児科 860-1835 
090-3079-9240

通（家族も可）
●★月～金 9 時～17 時 30 分、土 8 時
30 分～12 時、高校生以下保護者同伴

徳洲会新都心クリニック 860-0755 火水木 14 時～16 時　食物アレルギーがある
方・15 歳以下は不可。18 歳以下は保護者同伴。

那覇民主診療所 − ★窓口予約（平日）のみ

平田胃腸科・内科 869-7272 14 時～17 時、電話予約のみ。
高校生以下は保護者同伴。

ふうりん訪問診療所 − 訪問診療患者のみ

医療機関名 問い合わせ先 備考、予約受付時間

おおキッズクリニック 887-0055 通（家族も可）
●★妊婦は医療機関の承諾済みの方のみ

きなクリニック 885-4983 ●★窓口受付可

くばがわメディカルクリニック 988-8182 接種日：月～土 9 時～ 12 時（要予約）、
15 歳以下は保護者同伴が必要

花城内科医院 884-1879 ●★要予約。中学生以下は保護者の同伴が必要

叶クリニック 886-0888 電話受付可

オリブ山病院 − 通（入院患者のみ）

首里協同クリニック 884-4846 ●★事前に電話にて要予約

●３個別接種会場一覧
本庁地区 小禄地区

真和志地区

首里地区

各医療機関の接種は、市からのワクチン配分状況により変動します。
通…通院者のみ
●…妊婦接種対応あり（事前にお問い合わせください）
★…�小児接種対応あり（要予約。接種を受ける児童と保護者
は接種券に同封されているチラシを必ずお読みください）


