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番号 写真 施設名 近寄り駅 診療科目 診療時間 日本語できる医師 電話番号 住所 ホームページ

① オアシスヘルスケア
(北京明徳医院)

14号線
望京南駅

全科、眼科、婦人科、小児科、外科、耳鼻咽
喉科、皮膚科、泌尿器科、リハビリテーショ

ン科、麻酔科、心療内科

平日
8:30～17:30
土日·祝日休

診緊急24時間

日本語対応不可、英語対応

①急診ホットライン
010-5985-0333

②日本部、通常診療時間のみ
010-5985-0456

③総合予約、24時間
400-876-2747

日本語対応不可、英語対応

北京市朝陽区
酒仙橋北路9号

www.oasishealth.cn/l-
jp/index.html

② 中日友好医院 国際医療部
(中日友好医院 国际医疗部)

13号線
芍薬居駅

内科、消化器内科、呼吸器内科、心臓血管内
科、眼科、神経内科、腎臓内科、代謝・内分
泌内科、血液内科、外科、乳腺外科、消化器
外科、整形外科、皮膚科、東洋医学科、耳鼻
咽喉科、リハビリテーション科、歯放射線科

、感染症科

平日
8:00～11:30
13:00～16:00

緊急24時間

——

①国際医療部日本語対応
010-64222952
8:00～17:00

②受付日本語対応
010-6428-2297

北京市朝陽区
和平里桜花園東路2号

https://www.zryhyy.co
m.cn/

③ 北京ユナイテッドファミリー病院（本館）

(北京和睦家医院)
14号線
将台駅

歯科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科、家庭全科
、統合医学科、集中医療室、内科、産婦人科
、癌センター、小児科、心療内科、外科、手
術室、中医科、血液バンク、検察室、薬局、

放射線科

月-土
9:00～17:00
(一般外来)

緊急24時間日祝休診

相馬医師
消化科

本山医師、金新莲医師
家庭全科医

他に日本で勤務していた中国人医師在籍
中

①日本部/予約
010-5927-7332

②保険部
010-5927-7188

③日本語ホットライン
139-1112-4451

(日本語出来る看護師が在籍)

北京市朝陽区
将台路2号

https://beijing.ufh.com.c
n/ja/

④ 北京東文中醫診所
(北京东文中医诊所)

10号線
 亮馬橋駅、

 三元橋駅

漢方薬、針、灸、按摩、整体、理学療法、内
科、婦人科、小児科、整形外科、皮膚科、鍼
灸科、推拿按摩科、ハイテク技術で病気をデ

ータ化、血液検査、尿検査、便検査

平日
9:00-17:30

土日
9:00-20:00

秋山医師
中国人医師も日本語対応可

①日本語対応
010-5613-7616

②中国語対応
010-5613-7618

③英語対応
010-5613-7619

北京市朝陽区
霄雲路霄雲里8号107室

http://bjdywj.seesaa.net/

⑤ 北京ユナイテッドファミリー病院（亮馬橋）

(北京和睦家医院)
10号線

亮馬橋駅
家庭全科、小児科、心療内科、中医科、薬局

月-土
9:00～18:00

——

①ペイシェントサービス部:
010-5927-7332（日本語）

②予約専用ダイヤル:
4008-919191（中国語/英

語）
③中国語

010-8532-6556

北京市朝陽区
東方東路19号楼1号楼会所

https://beijing.ufh.com.c
n/ja/

⑦ 北京国際医療センター
(北京国際医療中心)

10号線
亮馬橋駅

全科、内科、外科、心療内科、婦人科、小児
科、東洋医学科、リハビリテーション科、歯

科口腔外科

全科24時間対応
8:30～17:30

(以外は宿直医が対応)
歯科8:30～17:30

土曜日は予約制、午前のみ
(日定休日)

佟医師
家庭医、乳腺外科専門医 腫瘍専門家

（大阪大学医学部卒業）
張医師

鍼灸、整骨、漢方

中国語＆英語対応
010-6465-1561/2/3

日本語専用
13552526120

北京市朝陽区
亮馬橋路50号燕莎中心写字楼

www.imcclinics.com/

⑧ 赛德阳光歯科クリニック
(北京赛德阳光口腔)

14号線
枣营駅

歯科
月-日

9:00～19:00
日本語対応不可

予約電話
中国語＆英語対応

010-5905-1877/1879
日本語対応不可

北京市朝陽区
朝陽公園路6号藍色港湾2号楼一階

ーー

⑨ ラップルズクリニック
(莱佛士北京国际诊所)

10号線
亮馬橋駅

総合診療科、内科、一般外科、小児科、眼科
、歯科、整形外科、皮膚科、理学療法、産婦

人科、検体検査、画像診断、救急室

8:00～20:00
（年中無休）

森下医師
総合診療科医、内科専門医

①日本語対応
010-6462-9054

（月～土 8:30～17:00）
②中国語＆英語対応
010-6462-9112

(日本語出来る看護師が在籍)

北京市朝陽区
新源里16号琨莎中心一座105室

www.rafflesmedical.com
/international

⑩ 北京港澳国際医務診療所
(北京港澳国际医务诊所)

一号線王府
井駅

一般診療、内科、外科、整形外科、泌尿科、
産婦人科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉
科、中医科、歯科、健康診断、予防接種、健

康管理

受付時間
9:00-17:00

曽医師
全科医(2003年三重大学医学博士号を取

得)
张医者

 放射線科主任(日本語対応可)

日本語対応
010-8541-2788

北京市东城区
东长安街1号东方广场W3平台层

www.hkclinic.com/

⑪
北京パッション国際医療
センター
(北京帕森国际医疗中心)

6号 10号線
呼家楼駅

10号線
团结湖駅

全科、婦人科、中医科、歯科口腔外科、眼科
、耳鼻咽喉科、放射科、小児科、総合診療科

、皮膚科、生化学検査科、薬局

月～金
8:00～17:00

韓医師
（日本で勤務経験あり、日本語対応可）

全科医

010-6516-7201
日本語対応不可

北京市朝陽区
東三環北路甲26号博瑞B1

http://www.passion-
medical.com/

⑫ 北京フラワー医療センター
(北京富来康門診部)

6号、10号
線

呼家楼駅

全科医療、総合内科、健康診断、小児科、外
科、婦人科、中医科、歯科全般、妊娠生育科
、理学療法科、皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科、
予防接種、人間ドック、中医推拿、漢方医科

、放射線科

月-日
9:00～17:00

謝医師
全科医・内科医(京都医学大学卒業)

24時間日本語対応
010-8597-7336

(日本人看護師が在籍)

北京市朝陽区
団結湖南里15号恒祥大厦一層南側

www.flowermedical.cn/

⑭
 
VISTA-ビスタ
(北京维世达诊所)

1号線
国貿駅

10号線
金台夕照駅

全科、小児科、婦人科、歯科、眼科、心療内
科、耳鼻咽喉科、大腸肛門科、消化器内科、
免疫リウマチ科、皮膚科、泌尿外科、血管外
科、一般外科、心療内科、中医科、内臓内科
、整形外科、乳腺科、胸部外科、手外科、内
分泌科、呼吸器科、神経内科、生殖医学科、
スポーツ医学科、渡航健診科、薬局、化学検

査室、画像診断、定期健康診断

小児科 月-金9:00～21:00
    土日9:00～17:00
婦人科 月-日9:00～17:00
心療内科 月火金11:00～

16:00
 全科 月-日7:00～21:00

その他要予約

高医師
ファミリー全科医師、消化器内科専門医

師
徐医師

精神心理科医師

英語＆日本語対応
010-8529-6618

(日本語出来るスタッフ在籍)

北京市朝陽区
光華路1号嘉里中心3F

www.vista-china.net

⑮ 北京ユナイテッドファミリー病院（建国門）

(北京和睦家医院)
1、2号線
建国門駅

心療内科、移民健康診断

月-土
9:00 – 18:00

使馆指定医学検査
月-日

 8:30 – 17:00

——

①ペイシェントサービス部:
010-5927-7332（日本語）

②予約専用ダイヤル:
4008-919191（中国語/英

語）
③中国語

北京市朝阳区
建国门秀水街1号建外外交公寓

https://beijing.ufh.com.c
n/ja/

⑰ 北京五洲婦児病院
(北京五洲妇儿医院)

7号、14号
線

九龙山駅

健康管理センター、人口妊娠中絶科、婦人科
、生殖機能と不妊、産科、美容整形、乳腺外
科、皮膚科、耳鼻咽喉科、救急科、眼科、総
合外来、内科、小児科、心理カウンセラー、

一般外科、口腔診療所、中医科

24時間 日本語出来る看護師いる。
010-6770-5558

予約時日本語対応できない。
日本語出来る看護師いる。

北京市朝陽区
西大望路24号

www.wuzhouyiyuan.com/

⑱ ウェルマ―歯科
（威尔默口腔）

10号線亮馬
橋駅

歯科
受付時間

9:30～18:30

于淼医師
（日中両国の歯科免許を持ち、日本の国
民健康保険指定医。北海道大学歯科部卒
業。東京医科歯科大学インプラント科の

博士号を取得。）
通訳いる

日本語対応
010-6500-0598
166-0120-0598

北京市朝阳区
麦子店街53号1层西南侧

WeChatID:wilmerdental

⑲ 北京心和堂中医診所
（北京心和堂中医诊所）

1号線国貿
駅

中医内科、中医内科及び婦人科系疾病全般
スポーツ整形外科

柳井先生の問診時間
水:10:00～18:00

柳井杜莎（日本国籍）
（北京中医薬科大学卒業で医学修士、日
本鍼灸師と日本柔道整備師の資格を持つ
。日本で10年以上の診療経験を持つ。専
門は中医内科及び婦人科系疾病全般）

日本語対応
18611743446

北京市朝阳区
金桐东路中海广场商业楼7层

ーー

⑳ 京城萧氏医館
（京城萧氏医馆）

1号線建国
門駅

中医内科、中医内科及び婦人科系疾病全般
柳井先生の問診時間
木:10:00～18:00

柳井杜莎（日本国籍）
（北京中医薬科大学卒業で医学修士、日
本鍼灸師と日本柔道整備師の資格を持つ
。日本で10年以上の診療経験を持つ。専
門は中医内科及び婦人科系疾病全般）

日本語対応
18611743446

北京市东城区
大雅宝胡同8号3栋2层3-6

WeChatID:萧承悰中医诊
所

㉑ 龍頭クリニック
(北京天衛診所)

10、14号線
十里河駅

内科、外科、小児科、婦人科、耳鼻咽喉科、
歯科、理学療法科、予防接種、ドック診査、

中医科

受付時間
9:00-20:30

歯科
中国人医師（通訳いる）

歯科以外
中国人医師日本語対応可

①日本人担当者
山本:137-1847-1207

②日本語対応
010-8731-2822

北京市朝陽区
南新園西路8号龍頭公寓南棟

www.longtouclinic.com
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