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一般社団法人     

沖縄県言語聴覚士会 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



≪ご利用にあたって≫ 

 

1. 掲載内容は、沖縄県言語聴覚士会会員の言語聴覚士が所属している施設となっ

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 4年 12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 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

小児 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

南部 宇良耳鼻咽喉科クリニック 成人・小児
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 小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098-974-3111 うるま市みどり町1-1-1

南部 嬉野が丘サマリヤ人病院 成人 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－889-1328 島尻郡南風原町新川460

南部 浦添総合病院 成人 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 成人 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 成人・小児
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 成人 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 成人
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 成人・小児 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

成人・小児
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 成人・小児 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 成人・小児
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



 

圏域 事業署名 対象 初回予約や訓練曜日等 分野 電話番号 住所

ア行 中部 沖縄県立沖縄ろう学校 児童 ST訓練はなし。 098－932-5475 北中城村字屋宜原415号

中部
沖縄市こども発達支援センター
つくし園

小児
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 小児
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 成人 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 成人・小児
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 成人・小児
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

南部
沖縄福祉協議会　ことばの教室
ことのは

小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－996-5106 糸満市字北波平291番地2

中部
沖縄リハビリテーションセン
ター病院

成人
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 成人・小児
説明を含む施設訓練を行っ
た後、面談し保護者と検
討・相談

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

成人・小児 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

南部 オリブ山病院 成人 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－886-2311 那覇市首里石嶺町4丁目356番地

中部 沖縄市立教育研究所 小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－989-6565 沖縄市高原5－2－8

カ行 中部 介護老人保健施設　　池田苑 成人 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



 

圏域 事業署名 対象 初回予約や訓練曜日等 分野 電話番号 住所

カ行 南部 介護老人保健施設　　桜山荘 成人 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

成人
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

成人 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　亀の里 成人 入所者のみ 医療保険・介護保険・その他 098－933-7772 沖縄市比屋根2-15-2

北部 介護老人保健施設　桃源の里 成人 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 成人 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 成人 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 成人 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 成人 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 成人・小児 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 成人 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 成人
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 成人
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



 

圏域 事業署名 対象 初回予約や訓練曜日等 分野 電話番号 住所

カ行 中部 幸地クリニック 成人・小児 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 クリニック安里 成人 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－861-5050 那覇市安里1－7－3

南部 広伸会　南城教室 小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－943-6928 南城氏大里高平833－10

北部 国立療養所　沖縄愛楽園 成人 入所者のみ 医療保険・介護保険・その他 0980－52－8331 名護市宇茂佐1765字済井出1192

中部 ことばとあたま体のリハ室 小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－943-6023 西原町字翁長827番地

南部 ことばの教室　ことのは 小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－996-5106 糸満市字北波平291番地2

南部
ことばのくんれんしつ　ひまわ
り

小児 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 コトリハ 小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 050-6867-4747 宜野湾市

中部
合同会社Kidscare　Kid'sディあ
うる

小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－943-3257 中城村みなみ

中部
コロニー児童デイサービス　く
わえ

小児
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　と
みぐすく

小児
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 098－996-2162 豊見城市与根538

南部
コロニー児童デイサービス　なかし
ま（発達支援）

小児
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
株式会社TORUSおきなわインター
ナショナルディサービス真嘉比

小児
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 098－987-6564 那覇市真嘉比1丁目10－1



 

圏域 事業署名 対象 初回予約や訓練曜日等 分野 電話番号 住所

サ行 南部
社会福祉法人　仁愛会　　アル
カディア

成人 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

南部
失語症者の為のディサービス
くばの葉

成人
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

南部 社会福祉法人　沖縄コロニー 小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－877-3344
浦添市宮城4－9－17沖縄コロニー本部
棟1階

中部 児童デイサービス　愛育園 小児 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

小児 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 成人 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 成人
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

成人 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 成人 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

小児 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　彩生会　百穂苑 成人
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 小児 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

中部
児童発達支援・放課後等ディ
サービス　アニマート北谷

小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－987-8982 北谷町北谷1－11－18－1F



 

圏域 事業署名 対象 初回予約や訓練曜日等 分野 電話番号 住所

サ行 中部 児童ディサービス　エルピス 小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－936-4023 北谷町伊平411－2　第二東和ビル2階6

南部
児童発達支援・放課後等ディ
サービス　ここりのはうす

小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－851-3196 八重瀬町伊覇266番地2　2F

南部 首里の杜耳鼻咽喉科 成人 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－885-1133 那覇市首里久場川町2－96－18　2F

離島
失語症者の為のディサービス
くばの葉　JOYいしがき

成人
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

中部 在宅介護サービス　ひまわり 成人
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

タ行 南部 大道中央病院 成人 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 成人・小児 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 成人・小児
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

南部
通所リハビリテーション　シル
バー園

成人
電話相談またはケアマネ相
談

医療保険・介護保険・その他 098－987-5121 浦添市大平3－16－10やえせAssemble Gaarden

中部
デイサービスセンター　｢がじま
ある｣

成人
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 成人・小児
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 とよみ生協病院 成人
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

南部 ディサービスVIVIまわし 成人
電話相談またはケアマネ相
談

医療保険・介護保険・その他 098－835-4088 那覇市寄宮2－30－49　Eマンションこあ



 

圏域 事業署名 対象 初回予約や訓練曜日等 分野 電話番号 住所

ナ行 中部 中頭病院 成人・小児
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 名護市幼児ことばの教室 小児
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 名護市立屋部小学校 小児 通学児のみ 医療保険・介護保険・その他 0980－52－2647 名護市屋部47

北部 名護療育園 小児
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 小児 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 成人・小児
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 小児 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 那覇市こども発達支援センター 小児 電話相談 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 成人・小児
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

南部 南部病院 成人
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 成人 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

ハ行 中部 ハートライフ病院 成人 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

小児 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



 

圏域 事業署名 対象 初回予約や訓練曜日等 分野 電話番号 住所

ハ行 離島
ファーストハンドコミュニケー
ション

小児
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 一般社団法人　ふたふぁ 成人・小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098－943-6960 宜野湾市我如古3丁目20番14号5階

中部 訪問看護　ひまわり 成人・小児 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 北山病院 成人 電話相談 医療保険・介護保険・その他 0980－56－2339 国頭郡今帰仁村字今泊280

北部 北部地区医師会病院 成人 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 成人
脳神経外科受診後、Ｓ
Ｔ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

成人 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 成人 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　通所リハビ
リテーション科

成人 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 成人 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 成人 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 友愛医療センター 成人 電話相談 医療保険・介護保険・その他 098-850-3811 豊見城市字与根50番地5

南部
ユートピア沖縄ディサービス
アミーゴ

成人 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



 

 

 

圏域 事業署名 対象 初回予約や訓練曜日等 分野 電話番号 住所

ラ行 中部 琉球大学付属病院（口腔外科） 成人・小児 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）

成人・小児 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）

成人・小児 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

離島
らいくゆー訪問看護ステーショ
ン

成人・小児 電話相談 医療保険・介護保険・その他 0980－79－9235 宮古島市城辺字福里567－6

中部 LET's倶楽部おきなわ 成人 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

＊記載の情報（対象やST不在など）と違う場合がございます。電話にてご確認ください。
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