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３．医療機関情報 

 

① 日本語の通じる主なクリニック（内科、小児科） 

【台北事務所管内】（平成 29 年 12 月末現在） 

地域 病院名 電話番号 住所 診察時間 ※１ ※２ 

台北 

柯佑民小兒科診所 

（むさしのクリニック） 
02-2876-6955 台北市士林區天母東路 8巷 19弄 5號 

月～木  9:00～12:00 

      16:00～20:00 

金･土   9:00～12:00 

      18:00～20:00 

日     9:00～11:00 

○   

天母英明診所 02-2874-5958 台北市士林區天母東路 69巷 7號 

月～金  8:00～12:00 

      16:00～19:30  

土     8:00～12:00 

○ ○ 

天母許小兒科診所 02-2872-9367 台北市士林區天母北路 49號 1樓 

月～土  9:00～12:00 

月～金 17:00～22:00 

土    18:00～22:00 

○   

蔡國仁内兒科診所 02-2751-1916 台北市大安區忠孝東路三段 217巷 4弄 21號 月～金 18:00～21:00 ○   

祥欽診所 02-2781-7274 台北市大安區忠孝東路三段 217巷 5弄 5號 

月～金  9:00～12:00 

      16:00～18:00 

      18:30～20:30 

○   

黄文香小兒科診所 02-2731-3305 台北市大安區忠孝東路四段 250號 2樓之 1 

月～金  8:30～11:45 

      18:00～20:45 

水      18:00～20:45 

土     9:00～11:45 

      14:00～16:45 

日     9:00～11:45 

○ ○ 

陳詩明醫師診所 02-2731-6530 台北市大安區忠孝東路四段 126-3號 3樓 

月～金  9:00～12:00 

      14:00～18:30 

土     9:00～12:00 

○ ○ 

輝雄診所 02-2560-2586 台北市中山區吉林路 302號 

月～金  9:00～12:00 

      14:00～17:30  

土     9:00～12:00 

      14:00～17:30 

（土は隔週休診） 

○ ○ 

劉雲祥診所 02-2503-6802 台北市中山區龍江路 246號 1樓 

月～金  9:00～12:00 

      14:00～17:00 

水     9:00～12:00 

○   
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宗北内科診所 02-2541-1001 台北市中山區民生西路 24號 2樓 

月、木     9:00～12:00 

        18:00～21:00 

火、水、金  9:00～12:00 

        14:00～17:00 

土         9:00～12:00 

祝・祭日    900～12:00 

（祝・祭日は電話で要予約） 

○   

劉内兒科診所 02-2760-3922 台北市松山區民生東路五段 148號 1樓 

水、金、土  8:30～12:00 

（電話により要予約） 

月、金   18:30～21:30 

○   

台中 

東興診所 04-2259-1025 台中市南屯區大業路 508號 

月～金  9:00～12:00 

      15:00～20:00 

（電話により要予約） 

土   9:30～12:00 

○ 
 

友彦診所 04-2313-2876 台中市西屯區西屯路二段 32-8號 

月～金 10:00～12:00 

   （夏） 15:00～17:00 

   （冬） 15:00～16:30  

○   

高診所 04-2234-1032 台中市北屯區北屯路 281號之 2 
月～金 17:00～21:00 

土･日   9:00～12:00 
○ ○ 

※１ 日本語が通じる医師が在籍 

※２ 日本語が通じるスタッフが在籍 
      

◎受診前に確認して下さい。 
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【高雄事務所管内】（平成 29 年 12 月現在） 
 

地域 

 

病院名 

 

電話番號 

 

住所 

 

診察時間 

※

１ 

※

２ 

高雄 

蔡忠雄外科診所 

(内科も診察可) 
07-226-5710 高雄市新興區五福二路 10號 

月～土 8:30～12:00 
      16:00～18:00 

      19:00～21:00 
土･日  8:30～12:00 

○  

増田内兒科診所 07-236-3128 高雄市新興區八德一路 155號 

月～金 8:00～12:00 

      15:30～18:00 
      19:00～21:00 
土   8:30～12:00 

○  

中心小兒科診所 07-349-7778 高雄市左營區新庄仔路 179-6號 
月～金  8:30～12:00 
     15:00～19:00  

土    9:00～12:00     

○  

永明内小兒科診所 07-551-3436 高雄市鹽埕區五福四路 161號 

月～土  9:40～12:00 
      15:40～18:00 

       19:15～22:00 
日    9:40～12:00 
       15:40～18:00 

○  

建和耳鼻喉科診所 
(小児科、内科も診察可) 

07-223-1828 高雄市三民區建國一路 413-2號 
月～土  8:00～12:00 
       16:00～18:00 

       19:00～22:00 

○  

吉田耳鼻喉科診所 
(曾汝潔医師) 

07-211-3165 高雄市前金區自強一路 63號 月～木  8:30～12:00 ○  

博愛蕙馨醫院婦産科 
(黄麗華医師) 

07-862-8880 高雄市左營區博愛二路 20號 
月    9:00～12:00 
火･水 14:00～17:30 

金   18:30～21:30 

○  

維格皮膚科診所 
(蕭長雄医師) 

07-229-1237 高雄市新興區五福一路 120號 
月～金  9:00～12:00 
火   14:00～17:00 

     18:00～21:00 

○  

孫正信牙科診所 
(孫正信医師) 

07-272-6666 高雄市前金區自強二路 184號 
月～土  9:00～12:00 
       15:00～18:30 

       19:30～21:30 

○  

台彎牙科診所 
（張勝利、顔恵英医師） 

07-235-4202 高雄市新興區中正三路 180號 
月･火・水・土 
    15:00～21:30 

○  

劉精神科診所 
(劉民昌医師) 

07-222-9450 高雄市三民區建國一路 504號 

月～金  9:00～12:00 
       14:30～18:00 
       19:00～21:00 

土    9:00～12:00 

○  

※１ 日本語が通じる医師が在籍 

※２ 日本語が通じるスタッフが在籍 

◎受診前に確認して下さい。 
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② 邦人が利用する主な総合病院 

【台北事務所管内】（平成 29 年 12 月末現在） 

地域 病院名 電話番号 住所 備考 

台北 

台湾大學附属醫院 02-2312-3456 台北市中正區中山南路 7號 

○日本語が通じるボランティアが在籍（常駐ではない） 

（電話、ファックス又はメールにより要予約） 

電話 02-2356-2900、ファックス 02-2391-0708、 

メール：ntuhimsc@ntuh.gov.tw 

○日本語が通じる医師が在籍 

（腸胃消化内科、風疹内科、腸胃外科、歯科） 

○国際医療センターＨＰ 

http://www.ntuh.gov.tw/jp/default.aspx 

台安醫院 02-2771-8151 台北市松山區八徳路二段 424號 

○日本語が通じる「国際特診センター」あり 

電話 02-2776-2654  

○日本語が通じる医師が在籍 

（内科、小児科、外科、骨科、皮膚科、脳・脊髄神経外

科、内分泌科） 

○国際特診センターＨＰ 

https://www.tahsda.org.tw/jp/main.php 

馬偕紀念醫院 02-2543-3535 台北市中山區中山北路二段 92號 

○日本語が通じる医師が在籍 

（一般外科、皮膚科、大腸直腸外科、心臓内外科、精神

科、リウマチ科、家庭医学科、放射線科） 

○国際医療センターＨＰ 

http://www.mmh-imsc.org/ja/ 

榮民總醫院 02-2871-2121 台北市北投區石牌路二段 201號 

○日本語が通じるボランティアが在籍（常駐ではない） 

（電話により要予約）02-2871-2121＃7318、3602 

○国際医療中心 02-2875-7808 

○日本語が通じる医師が在籍 

（胃腸科、新陳代謝科、眼科、神経外科、泌尿器科、牙

科） 

○国際医療中心センター 

https://wd.vghtpe.gov.tw/imsc/Fpage.action?muid=7397&

fid=7728 

新光醫院 02-2833-2211 台北市士林區文昌路 95號 

○日本語が通じるボランティアが在籍 

○日本語が通じる医師が在籍 

（小児科、胃腸肝膽科、神経科、心臓内科、内科） 

國泰綜合醫院 02-2708-2121 台北市大安區仁愛路四段 280號 

○日本語が通じる医師が在籍 

（胃腸内科、一般外科、神経外科、胸腔外科、急診医学

科） 

電話 02-2325-7500  内線：1351、1352 
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○国際医療サービスＨＰ 

http://www.cgh.org.tw/tw/International/JP/index.html 

台中 

仁愛醫院大里院區 04-2481-9900 台中市大里區東榮路 483號 

○日本語が通じる医師、職員が在籍 

04-2481-9900＃12408 

0928-928-403（日本語ホットライン） 

○国際医療サービスセンター 

http://site.jah.org.tw/japanese/japanese.asp 

（日本語によるオンライン予約） 

○日本語が通じる医師が在籍 

（疼痛科） 

中山醫學大學附設醫院 04-2473-9595 台中市南區建國北路一段 110號 

○日本語が通じる医師が在籍 

（神経内科、胸腔外科、牙科） 

○国際医療センターＨＰ 

http://web.csh.org.tw/web/csh_jp/ 

花蓮 

衛生署花蓮醫院 03-835-8141 花蓮市中正路 600號 

○日本語が通じる医師が在籍 

（月曜から金曜までの午前のみ。電話により要予約。眼

科） 

基督教門諾會醫院 03-824-1234 花蓮市民權路 44號 

○日本語が通じる医師が在籍 

（耳鼻喉科） 

注１：上記は、邦人が利用する主な総合病院の情報を記載したものであって、当協会が推薦するものではありません。 

注２：各病院の医師・スタッフの日本語レベルは、当協会において把握していませんので、御了承ください。 

注３：日本語が通じる医師・ボランティアは、曜日・時間等により対応できない場合や予約が必要な場合がありますので、事前に

各病院に御確認ください。 
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【高雄事務所管内】（平成 29 年 12 月現在） 

地域 病院名 電話番号 住所 備考 

台南 

衛生福利部台南醫院 06-220-0055 台南市中西區中山路 125 號 
○日本語が通じるボランティア
が在籍 

奇美醫院 06-281-2811 台南市永康區中華路 901 號 ○日本語が通じるボランティア
が在籍 

成大醫院 06-235-3535 台南市北區勝利路 138 號 
○日本語が通じるボランティア

が在籍 
（月と木の午前、水の昼間）受

診前にご確認下さい。 

郭綜合醫院 06-222-1111 台南市中西區民西路 2段 22號 
○日本語が通じる医師が在籍

（産婦人科） 
○日本語が通じるボランティア

が在籍 

高雄 

高雄醫學大學附設中和紀念醫院 07-312-1101 高雄市三民區自由一路 100 號 

○日本語が通じる医師が在籍 
（泌尿器科、呼吸器内科、歯科

腎臓内科、皮膚科、消化器外
科、神経外科） 

○日本語が通じるボランティア

が在籍 

高雄長庚紀念醫院 07-731-7123 高雄市鳥松區大埤路 123 號 

○国際医療センター（新設・日
本語対応可） 

○日本語が通じる医師が在籍 
（一般内科、消化器内科、呼吸

器外科、骨科、産婦人科、耳

鼻咽喉科、歯科） 
○日本語が通じるボランティア

が在籍 

阮綜合醫院 07-335-1121 高雄市苓雅區成功一路 162 號 

○日本語が通じる看護婦長が在
籍 

○日本語が通じるボランティア
が在籍 

聖功醫院 07-223-8153 高雄市苓雅區建國一路 352 號 

○日本語が通じる医師が在籍

（家庭医療科） 
○日本語が通じるボランティア

が在籍 

高雄市立 大同醫院 07-291-1101 高雄市前金區中華三路 68 號 
日本語が通じるボランティアが

在籍 

高雄市立聯合醫院 07-555-2565 高雄市鼓山區中華一路 976 號 
日本語が通じるボランティアが

在籍 

高雄市立小港醫院 07-803-6783 高雄市小港區山明路 482 號 
日本語が通じるボランティアが

在籍 

注１：上記は、邦人が利用する主な医療機関の情報を記載したものであり、当協会が推薦するものではあ

りません。 

注２：各医療機関の医師・スタッフの日本語レベルは当協会において把握していませんので、御了承くだ

さい。 

注３：日本語が通じる医師・ボランティアは曜日・時間等により対応できない場合や予約が必要な場合

がありますので、事前に各医療機関に御確認ください。 

 

 

 


