
県内 がん診療に関する「緩和ケアチーム」のある医療施設 

※令和 3年 11 月 15 日現在調べ 

施 設 名 住  所 電話番号 

【北 部 地 区】 

・公益社団法人 北部地区医師会病院 

 

〒905-8611 沖縄県名護市宇茂佐 1712-3 
 
0980-54-1111 

【中 部 地 区】 

・社会医療法人敬愛会 中頭病院 

・沖縄県立中部病院 

・独立行政法人 国立病院機構沖縄病院 

・医療法人 かりゆし会ハートライフ病院 

 
〒904-2195 沖縄県沖縄市知花 6 丁目 25 番 5 号 
〒904-2293 沖縄県うるま市字宮里 281 
〒901-2214 沖縄県宜野湾市我如古 3 丁目 20 番 14 号 
〒901-2492 沖縄県中頭郡中城村字伊集 208 番地 

 
098-939-1300 
098-973-4111 
098-898-2121 
098-895-3255 

【南 部 地 区】 

・琉球大学病院 

・アドベンチスト メディカルセンター 

・医療法人仁愛会 浦添総合病院 

・地方独立行政法人 那覇市立病院 

・沖縄協同病院 

・沖縄赤十字病院 

・おもろまちメディカルセンター 

・沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 

・社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 

・医療法人徳洲会 南部徳洲会病院 

・社会医療法人友愛会 友愛医療センター 

 
〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原 207 番地 
〒903-0201 沖縄県中頭郡西原町字幸地 868 番地 
〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖 4 丁目 16 番地 1 号 
〒902-8511 沖縄県那覇市古島 2 丁目 31 番地 1 
〒900-8611 沖縄県那覇市古波蔵 4 丁目 10 番地 55 
〒902-8588 沖縄県那覇市与儀 1 丁目 3 番地 1 
〒900-0011 沖縄県那覇市上之屋 1-3-1 
〒901-1193 沖縄県島尻郡南風原町新川 118 番地 1 
〒901-0243 沖縄県豊見城市字上田 25 番地 
〒901-0417 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間 171 番地 1 
〒901-0224 沖縄県豊見城市字与根 50 番地 5 

 
098-895-3331 
098-946-2833 
098-878-0231 
098-884-5111 
098-853-1200 
098-853-3134 
098-867-2116 
098-888-0123 
098-851-0501 
098-998-3221 
098-850-3811 

【宮 古 地 区】 

・沖縄県立宮古病院 

 
〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里 427-1 

 
0980-72-3151 

【八重山地区】 

・沖縄県立八重山病院 

 
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里 584-1 

 
0980-87-5557 



県内 緩和ケア外来を行っている医療施設 

※令和 3年 11 月 15 日現在調べ 

施設名 住所 電話番号 

【北 部 地 区】 

・公益社団法人 北部地区医師会病院 

 

〒905-8611 沖縄県名護市宇茂佐 1712-3 
 

0980-54-1111 
【中 部 地 区】 

・社会医療法人敬愛会 中頭病院 

・沖縄県立中部病院 

・独立行政法人 国立病院機構 沖縄病院 

 

〒904-2195 沖縄県沖縄市知花 6 丁目 25 番 5 号 
〒904-2293 沖縄県うるま市字宮里 281 
〒901-2214 沖縄県宜野湾市我如古 3 丁目 20 番 14 号 

 

098-939-1300 
098-973-4111 
098-898-2121 

【南 部 地 区】 

・琉球大学病院 

・アドベンチスト メディカルセンター 

・医療法人仁愛会 浦添総合病院 

・地方独立行政法人 那覇市立病院 

・特定医療法人 葦の会 オリブ山病院 

・そらクリニック 

・沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 

・社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 

      ※入院を目的とした緩和ケア面談のみ 

・医療法人徳洲会 南部徳洲会病院 

 

〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原 207 番地 
〒903-0201 沖縄県中頭郡西原町字幸地 868 番地 
〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖 4 丁目 16 番地 1 号 
〒902-8511 沖縄県那覇市古島 2 丁目 31 番地 1 
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町 4-356 
〒902-0067 沖縄県那覇市安里 2-5-1 インペリアルハイム喜納Ⅱ305 
〒901-1193 沖縄県島尻郡南風原町新川 118 番地 1 
〒901-0243 沖縄県豊見城市上田 25 
 
〒901-0417 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間 171 番地 1 

 

098-895-3331 
098-946-2833 
098-878-0231 
098-884-5111 
098-886-2311 
098-988-3529 
098-888-0123 
098-851-0501 
 
098-998-3221 

【宮 古 地 区】 

・沖縄県立宮古病院 

 

〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里 427-1 
 

0980-72-3151 
【八重山地区】 

・沖縄県立八重山病院 

 

〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里 584-1 
 

0980-87-5557 
 

 

 



県内 緩和ケア病棟のある医療施設 

※令和 3年 10 月 28 日現在調べ 

 

施設名 住所 電話番号 

・与勝病院 〒904-2311 沖縄県うるま市勝連南風原 3584 番地 098-978-5237 
・独立行政法人 国立病院機構 沖縄病院 〒901-2214 沖縄県宜野湾市我如古 3 丁目 20 番 14 号 098-898-2121 
・アドベンチスト メディカルセンター 〒903-0201 沖縄県中頭郡西原町字幸地 868 番地 098-946-2833 
・特定医療法人 葦の会 オリブ山病院 〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町 4-356 098-886-2311 
・沖縄赤十字病院 〒902-8588 沖縄県那覇市与儀 1-3-1 098-853-3134 
・社会医療法人 友愛会 豊見城中央病院 〒901-0243 沖縄県豊見城市上田 25 098-851-0501 
 

※ホスピス・緩和ケアについては下記のホームページ等ご参照ください。 

●「日本ホスピス緩和ケア協会」ホームページはこちらから→http://www.hpcj.org/ 

●「緩和ケア. net」            ホームページはこちらから→http://www.kanwacare.net/ 


