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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご挨拶

沖縄県言語聴覚士会は、ことばや聞こえ、食べること・飲み込むこと等に障
がいのある方(新生児～高齢者まで）について、その機能の維持・向上のた
めに、専門的な訓練、検査、助言、指導、援助等を行う専門職である言語聴
覚士（国家資格）の団体です。
　一般社団法人 日本言語聴覚士協会の地域組織（都道府県士会）として、
会員の皆様の自己研鑽（生涯学習）と言語聴覚療法（聞こえやことばに対す
るリハビリ）・摂食機能療法（食べることや飲み込むことに対するリハビリ）の
普及・発展に努め、沖縄県の保健・医療・福祉・教育の向上に寄与すること
を目的として活動しております。
　平成16年に沖縄県で初めて言語聴覚士養成校が設立されて以来、沖縄
県内の会員数は着実に増えてまいりました。しかしながら、小児・聴覚領
域、介護・福祉領域そして教育領域等、十分に言語聴覚士が配置されてい
るとは言い難い状況にあります。
この度、沖縄県の言語聴覚士所属施設一覧を作成いたしました。医療従事
者同士の連携の為、あるいは一般の方々にも言語聴覚療法・摂食機能療
法、そして言語聴覚士（ＳＴ）を身近に感じていただけるきっかけとなれば幸
いに思います。
　今後とも沖縄県言語聴覚士会へのご指導、ご協力のほどよろしくお願い
申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人日本言語聴覚士協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄県言語聴覚士会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　久志　紫乃
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　　　　　　　　　　　　　　≪ご利用にあたって≫

１．掲載内容は、沖縄県士会会員の言語聴覚士が所属する施
     設にアンケートを実施に、その情報をもとに作成しています。

２．掲載許可を頂いた施設を「南部」「中部」「北部・離島」の3地域
    に分類しています。

３．各シートの施設名は省略している施設名もあります。ご了承くだ
     さい。

４．掲載内容は令和2年6月現在となっています。最新の情報は、
     各施設にお問い合わせください。



圏域 事業署名 ＳＴ人数 対象 初回予約や訓練曜日等 分野 電話番号 住所

ア行 南部 NPO法人　わくわくの会　さぽーとせんたーiから　　　1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-861-1187 那覇市泊1-18-8

中部 愛育園 　１名 小児（発達） 見学・相談等は電話にて対応 医療保険・介護保険・その他098-943-2007 宜野湾市赤道2-7-1

中部 いきがいクリエーション 　　　1名 成人（失語・高次脳・嚥下）　　小児（構音・発達・吃音）
成人はディサービスや小規模多機能ホームや訪問
看護、小児は放課後等ディサービス。全て電話に
て相談

医療保険・介護保険・その他098-989-3645 沖縄市美原2－8－7

南部 宇良耳鼻咽喉科クリニック 　　　2名 成人（音声・聴覚・構音・発達）　小児（聴覚・構音・発達・吃音）
初回予約不可（訓練日：月・
火・木・金・土）

医療保険・介護保険・その他098-871-4276 那覇市古島2-6-5 1F

中部 うるま市役所 1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-974-3111 うるま市緑町1-1-1

南部 浦添総合病院 　　6名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声） 入院のみ 医療保険・介護保険・その他098-878-0231 浦添市伊祖4-16-1

南部 大浜第一病院 　　16名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声） 新規外来受付なし 医療保険・介護保険・その他098-866-5171 那覇市天久1000

南部 大浜第二病院 　　19名 成人・小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達）
当院医療ソーシャルワーカー
まで連絡

医療保険・介護保険・その他098-851-0103 豊見城市渡嘉敷150

中部 沖縄病院 1名 成人（失語・高次脳・嚥下・構音・発達） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-898-2121 宜野湾市我如古3丁目20-14

南部 沖縄協同病院 　　　4名 成人・小児（失語・高次脳・嚥下・構音）
月・水・金（9時～12時）
嚥下入院（3泊4日）あり

医療保険・介護保険・その他098-853-1200 那覇市古波蔵4-10-55

中部 沖縄県立中部病院 　　　3名 成人（失語・高次脳・嚥下・構音）　小児（嚥下・構音） 入院のみ 医療保険・介護保険・その他098-973-4111（代）うるま市宮里281

南部 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　　　6名
成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音・発達）
小児（失語・高次脳・嚥下・音声・構音・発達）

基本的に外来なし。必要に応
じて対応可能。要相談。

医療保険・介護保険・その他098-888-0123 南風原町字新川118-1

離島 沖縄県立宮古病院 　　　1名 電話相談 医療保険・介護保険・その他0980-72-3151 宮古島市平良字東仲宗根807

離島 沖縄県立八重山病院 　　　2名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音）　小児（嚥下） 内科受診後、リハビリ処方 医療保険・介護保険・その他0980-83-2525（代）石垣市字大川732

中部 沖縄市児童発達支援事業所　つくし園 　　　1名 小児（構音・発達・吃音）
電話連絡（通所は沖縄市在住
未就学児）

医療保険・介護保険・その他098-934-1283 沖縄市字知花6-36-29

中部 沖縄中部療育医療センター 　　　1名 小児（高次脳・嚥下・聴覚・構音・発達・吃音） 予約必要（月～木午前中） 医療保険・介護保険・その他098-932-6077 沖縄市比屋根5-2-14

南部 沖縄セントラル病院 　　　2名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音） 外来受診後 医療保険・介護保険・その他098-854-5511 那覇市与儀1-26-6

南部 沖縄第一病院 　　　1名
成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音・吃音）
小児（失語・高次脳・構音・発達・吃音）

電話予約可能。小児は主治医診断
書持参にて小児科受診

医療保険・介護保険・その他098-888-1151 南風原町字兼城642-1

南部 沖縄メディカル病院 　　　2名 成人・小児（失語・高次脳・嚥下・音声・構音）
当院地域連携室を通して初回
予約日を調整

医療保険・介護保険・その他098-947-3555 佐敷町字新開1-344

中部 沖縄リハビリテーションセンター病院 　　22名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声）
外来受診後　まずは電話相
談

医療保険・介護保険・その他098-982-1777 沖縄市比屋根2-15-1

南部 沖縄療育園 　　　2名 成人（嚥下）　小児（高次脳・構音・吃音）
説明を含む施設訓練を行った
後、面談し保護者と検討・相

医療保険・介護保険・その他098-877-3478 浦添市経塚714

南部 沖縄リハビリテーション福祉学院 5名 成人・小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音）訓練、相談対応なし 医療保険・介護保険・その他098-946-1000 与那原町板良敷1380-1

カ行 南部 介護老人保健施設　　アルカディア 　　　2名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音） 入所、通所あり 医療保険・介護保険・その他098-879-1000 浦添市伊祖4-16-1

中部 介護老人保健施設　　池田苑 　　　2名 成人（失語・高次脳・嚥下・構音） 入所者のみ 医療保険・介護保険・その他098-946-2000 西原町字池田757

南部 介護老人保健施設　　桜山荘 　　　1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-856-1111 豊見城市字高嶺111

中部 介護老人保健施設 　ぎのわんおもと園 　　　１名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・吃音）
通所：相談員　新地（みい
じ）
訪問：リハ科科長桃原

医療保険・介護保険・その他098-898-1010 宜野湾市嘉数4-4-10

南部 介護老人保健施設　　サクラビア 　　　1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声） 入所者のみ 医療保険・介護保険・その他098-994-8749 糸満市座波371-1

中部 介護老人保健施設　信成苑 1名 成人（失語・高次脳・嚥下・聴覚・構音） 入所者のみ 医療保険・介護保険・その他098-895-2055 中城村添石363

北部 介護老人保健施設　桃源の里 1名 成人（失語・高次脳・嚥下・聴覚・構音） 入所者のみ 医療保険・介護保険・その他0980-53-1155 名護市大西3-19-25



南部 介護老人保健施設　　はまゆう 　　　2名 成人（失語・高次脳・嚥下・聴覚・構音） 入所者のみ 医療保険・介護保険・その他098-851-0102 豊見城市渡嘉敷150

南部 介護老人保健施設　　東風の里 　　　1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音） 入所者のみ 医療保険・介護保険・その他098-998-9390 八重瀬町字友寄891-1

中部 海邦病院 　　　2名 成人（失語・高次脳・嚥下） 入院のみ 医療保険・介護保険・その他098-898-2111 宜野湾市真志喜2丁目23番5号

北部 勝山病院 　　　5名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音・吃音） 紹介状持参し内科受診 医療保険・介護保険・その他0980-53-7777 名護市屋部468-1

離島 かりゆし病院 　　　3名 成人・小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 診察・相談後 医療保険・介護保険・その他0980-83-5600 石垣市新川2124

中部 北中城若松病院 　　　6名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-935-2277 北中城村字大城311

中部 宜野湾記念病院 　　　5名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音）
リハ医受診後。まずは電話予
約

医療保険・介護保険・その他098-893-2101 宜野湾市宜野湾3-3-13

中部 ケアサポート　海風 　　　3名 成人（失語・高次脳・嚥下・構音）
担当ケアマネージャーを通し
て要相談

医療保険・介護保険・その他098-974-5425 うるま市具志川1345-1

中部 幸地クリニック 　　　1名 成人・小児（失語・高次脳・嚥下・音声・構音） デイケア　電話相談 医療保険・介護保険・その他098-944-4165 西原町幸地973

南部 ことばのくんれんしつ　ひまわり 　　　1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他080-1735-0369 与那原町字上与那原289　403-1号

中部 こども支援ルーム　コクーン 1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-989-9002 沖縄市知花4-6-5カストル＆ポルックスB-2

南部 こどもプラス東浜教室 1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-944-0600 与那原町東浜97-3　1階3号

南部 こどもプラス豊見城教室 1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-851-8960 豊見城市宜保163

中部 コトリハ 1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他050-6867-4747 宜野湾市

南部 コロニー児童デイサービス　あはちゃ 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-943-4720 浦添市安波茶1丁目26番2号

南部 コロニー児童デイサービス　いとまん 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-992-2120 糸満市西崎2丁目37-7　1Ｆ

中部 コロニー児童デイサービス　うるま 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-973-5681 うるま市前原308-7　メゾン季1Ｆ

中部 コロニー児童デイサービス　くわえ 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-989-7956 北谷町桑江586-13

南部 コロニー児童デイサービス　たから 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-858-9455 那覇市高良1-4-51　1F

南部
コロニー児童デイサービス　なかしま（発達支
援）

小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-943-9024 島尻郡与那原町字与那原387

南部 コロニー児童デイサービス　なは 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-867-9280 那覇市前島1丁目14番1号　101号

南部 コロニー児童デイサービス　にしざき 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-851-8471
糸満市西崎町6丁目12番1号　リトルハウス
101号

中部 コロニー児童デイサービス　にしはら 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-945-2610
西原町上原179-10　プロスペリティⅠ
101号

中部 コロニー児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　のぼりかわ 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-938-5222 沖縄市登川2－19－22

中部 コロニー児童デイサービス　まつもと 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-929-0355 沖縄市松本898

中部 コロニー児童デイサービス　みなとがわ 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-877-3931 浦添市港川1-2-3

中部
コロニー児童デイサービス　みはま（発達支
援）

小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-989-7630
北谷町美浜2-2-4　富川マンション102
号

中部 コロニー児童デイサービス　みやぎ 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-879-0944 浦添市宮城4-13-1-103

南部 コロニー児童デイサービス　やえせ 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-987-1161 島尻郡八重瀬町字友寄903-3

南部 コロニー児童デイサービス　よなばる 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098-945-3710 島尻郡与那原町字東浜24－6

　　　6名



中部 コロニー児童ディｻｰﾋﾞｽ　ちゃたん 小児（構音・発達）
言語訓練のみは行っていません
受給者証交付の児童のみ

医療保険・介護保険・その他098－936-6671 中頭郡北谷町桑江491-10

サ行 中部 在宅介護サービス　ひまわり 1名 成人（失語・高次脳・嚥下・構音）
事業所に直接連絡か、居宅支援
事業所に連絡（体験・見学可）

医療保険・介護保険・その他098-975-5425 うるま市具志川1345-1

南部 社会福祉法人たまん福祉会　子供発達支援センターココイク 1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098－992-5519 糸満市字真栄里860－6

南部 失語症者の為のディサービス　くばの葉 　　　1名 成人（失語・高次脳・嚥下）
事業所に直接連絡か、居宅支援
事業所に連絡（体験・見学可）

医療保険・介護保険・その他098-911-1058 南風原町字新川522番地1階

中部 児童デイサービス　愛育園 　　　1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-892-6525 宜野湾市赤道2-7-1

中部
児童デイサービス・放課後等ディサービス
anemone

　　１名 小児（聴覚・構音・発達） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-943-0877 西原町上原1丁目21番地2

南部 社会福祉法人　桜山荘 　　　１名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音） 入所者のみ 医療保険・介護保険・その他098-856-1111 豊見城市高嶺111

中部 翔南病院 　　　2名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声）
受診時にリハビリ予約か、電話相
談

医療保険・介護保険・その他098-930-3020 沖縄市山内3-14-28

南部 身体障害者更正施設　更生　ソフィア 1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声） 入所者のみ 医療保険・介護保険・その他098-994-1717 糸満市字阿波根1021

南部 身体障害者更正施設　ソフィア 　　　1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声） 入所者のみ 医療保険・介護保険・その他098-994-4454 糸満市字阿波根1029－10

南部 社会福祉法人　金努福祉会　とよみ保育園 2名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098－850-1122 豊見城市字真玉橋238－1

南部 社会福祉法人　ニライカナイ　鵠生の叢 2名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098－946-7177 南城市大里字大城1388

南部 社会福祉法人　彩生会　百穂苑 1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音）
入所者のみ（入所申し込み電
話）

医療保険・介護保険・その他098－868-0100 那覇市字安里51番地

南部 児童ディサービス　anemone 1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-943-0877 西原町上原1－21－2　稲穂ビル1階

離島
失語症者の為のディサービス　くばの葉
JOYいしがき

1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音）
事業所に直接連絡か、居宅支援
事業所に連絡（体験・見学可）

医療保険・介護保険・その他0980－87－5808 石垣市登野城582－2

タ行 南部 大道中央病院 　　　6名 成人（失語・高次脳・嚥下・構音） 当院相談員を通して予約 医療保険・介護保険・その他098-869-0005 那覇市安里1-1-37

中部 ちゅうざん病院 　　14名 成人（失語・高次脳・嚥下・構音）　小児（失語・高次脳・嚥下・構音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-982-1346 沖縄市松本6－2－1

中部 中部徳洲会病院 　　　2名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声）　小児（失語・高次脳・嚥下・音声・構音） 診察後、リハ予約日を決定 医療保険・介護保険・その他098-932-1110 中頭郡北中城村比嘉801番地

中部 デイサービスセンター　｢がじまある｣ 　　　1名 成人（失語・高次脳・嚥下・構音） 当施設相談員まで電話相談 医療保険・介護保険・その他098-942-8239 宜野湾市泊100

南部 同仁病院 　　　6名 成人・小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音）
リハビリ科に電話予約後、整形外
科受診

医療保険・介護保険・その他098-876-2226（リハ）浦添市城間1-37-12

南部 豊見城中央病院 　　　5名 成人（失語・高次脳・嚥下・構音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-850-3811 豊見城市字上田25

南部 とよみ生協病院 　　　6名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音）
電話にて予約（月・火・木・
金）

医療保険・介護保険・その他098-850-7955（代）豊見城市真玉橋593-1

ナ行 中部 中頭病院 　　　5名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音）　小児（構音）
ＳＴ又は地域連携室へ電話相
談

医療保険・介護保険・その他098-939-1300 沖縄市登川610番地

北部 今帰仁村社会福祉協議会　児童ディサービススイミー 1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他0980－56－4762 今帰仁村天底62

北部 名護市幼児ことばの教室 　　　1名 小児（聴覚・構音・発達・吃音）
名護市役所児童家庭課にて受
付

医療保険・介護保険・その他0980-53-3942 名護市港2-1-1（名護市社協内）

北部 名護療育園 　　　1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音）
発達外来受診後に言語外来
（完全予約制のため電話相談
要）

医療保険・介護保険・その他0980-52-0957 名護市宇茂佐1765

北部 名護療育医療センター 1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他0980-52-0957 名護市宇茂佐1765

南部 那覇市立病院 　　　1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声）　小児（構音・発達・吃音）
基本的に主治医が当院の場合
のみ

医療保険・介護保険・その他098-884-5111 那覇市古島2-31-1

南部 那覇市療育センター 　　　2名 小児（構音・発達・吃音） 電話での予約 医療保険・介護保険・その他098-858-5206 那覇市鏡原10-40

南部 南部徳州会病院 　　　2名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音・吃音）　小児（構音） 疾患に応じた診療科を受診。小児は主治医の診断
書持参し内科受診（電話予約可） 医療保険・介護保険・その他098-998-3221 島尻郡八重瀬町字外間171-1

　　　6名



南部 南部病院 　　　6名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音）
内科医受診後、リハビリオー
ダー

医療保険・介護保険・その他098-994-0501 糸満市字真栄里870

南部 西崎病院 　　　3名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声） 入院のみ 医療保険・介護保険・その他098-992-0055 糸満市座波371-1

南部 西原敬愛園 1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098－946-2111 西原町字徳佐田159－1

ハ行 中部 ハートライフ病院 　　　5名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声） 入院のみ 医療保険・介護保険・その他098-895-3255 中城村伊集208

北部 発達支援センター　ぎんばるの海 1名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098－968-7766 国頭郡金武町金武10915

離島 ファーストハンドコミュニケーション 　　　3名 小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 電話またはＥメールで予約 医療保険・介護保険・その他090-6543-6934 石垣市登野城113

中部 訪問看護　ひまわり 1名 成人（失語・高次脳・嚥下・構音）　小児（嚥下・構音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-923-1211 うるま市具志川喜仲1丁目3-18　1階

北部 北部地区医師会病院 　　　4名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音） 外来受診後、ＳＴ相談 医療保険・介護保険・その他0980-54-1111 名護市宇茂佐1712-3

マ行 南部 嶺井第一病院 　　　3名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・構音）
脳神経外科受診後、ＳＴ予
約

医療保険・介護保険・その他098-877-5806 浦添市字大平466

離島 宮古島市役所　高齢者支援課　介護予防係 1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他0980－72－3751 宮古島市平良字西里186

北部 宮里病院 　　　1名 成人（失語・高次脳・嚥下・構音・発達） 入院患者のみ 医療保険・介護保険・その他0980-53-7771 名護市宇茂佐1763－2

北部 もとぶふくぎの里 1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他0980－51－7070 国頭郡本部町字石川988

ヤ行 中部 与勝病院 　　１名 成人（失語・高次脳・嚥下・構音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098-978-5235 うるま市勝連南風原3584

中部 与座耳鼻咽喉科 　　　1名 成人（聴覚） 聴検のみ 医療保険・介護保険・その他098-964-4133 うるま市石川2381-1

南部 ユートピア沖縄ディサービス　アミーゴ 1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098－8519026（FAX) 那覇市寄宮2丁目1－18

南部 有料老人ホーム　メディケアハウス寄宮 1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098－894-6662 那覇市寄宮3－3－5寄宮市街地分譲住宅1階

ラ行 南部 リハビリテーションクリニック　やまぐち 　　　1名 成人（失語・高次脳・嚥下・構音）小児（失語・高次脳・嚥下・構音） リハビリ科外来受診 医療保険・介護保険・その他098-864-1100 那覇市安謝1-10-28

中部 琉球大学付属病院（口腔外科） 　　　1名 成人・小児（嚥下・音声・構音・吃音） 紹介状持参にて受診 医療保険・介護保険・その他098-895-3331 西原町字上原207

中部 琉球大学付属病院（耳鼻咽喉科） 　　　2名 成人・小児（嚥下・音声・聴覚・構音・吃音） 紹介状持参にて受診 医療保険・介護保険・その他098-895-3331 西原町字上原207

中部 琉球大学付属病院（リハビリテーション部）　　　2名 成人・小児（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音・発達・吃音） 入院のみ 医療保険・介護保険・その他098-895-3331 西原町字上原207

中部 LET’s倶楽部おきなわ 1名 成人（失語・高次脳・嚥下・音声・聴覚・構音） 電話相談 医療保険・介護保険・その他098－930-2828 沖縄市呉屋2丁目12番10号

ワ行 中部 わくわくクラブあすなろ 　　１名 小児（聴覚・構音・発達・吃音）
市町村母子福祉課へ相談後、
利用相談

医療保険・介護保険・その他098-956-1177 中頭郡嘉手納町字水釜447番地１　4階
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