最高の医療ツーリズムの渡航先

visitkorea.or.kr

韓国医療ツーリズムの
ディレクトリブック

日常の回復と新しい始まり

韓国医療ツーリズムの
ディレクトリブック

韓国医療ツーリズムの
ディレクトリブック

目次

韓国医療ツーリズムのディレクトリブック

韓国医療ツーリズムに対する
全般的な情報

04

主な診療分野

08

上級総合病院

14

7大診療科目別の代表病院

24

<付録>

45

総合内科
美容外科
皮膚科
健診センター
産婦人科
整形外科
韓方

総合内科
美容外科
皮膚科
健診センター
産婦人科
整形外科
韓方

外国人患者の誘致登録機関全体リスト
ソウル
京畿道
仁川
江原道
忠清道
大田
慶尚道

大邱
釜山
蔚山
全羅道
光州
済州道

なぜ韓国医療ツーリズムな
のか？

信頼できる韓国の
医療ツーリズム

グローバル医療ツーリズムのリーダー、韓国！
豊富な臨床経験、最先端の医療技術、合理的な医療費用はもちろん迅速かつ
効率的な診断技術および最先端のIT基盤の医療インフラまで。
経験豊かな医療スタッフによる世界レベルの医療・サービスを提供します。

• 外国人患者の誘致機関登録制度

グローバル

· 2年連続で「医療ツーリズムの渡航先」大賞を受賞

· 世界32ヵ国の医療スタッフが韓国の医療教育プログラムを修了

優秀さ

· 医療先進国と肩を並べる、がん治療および臓器移植技術

· 電子医療記録(EMR)システムの普及など世界トップレベルの医療
インフラ

韓国は2009年から外国人患者の誘致機関登録制度を実施することによって信頼・安心
できる高品質な医療サービスを医療観光客に提供しています。

医療観光客の
ための医療機関
1,800ヵ所

· 外国人患者の誘致医療機関評価指定制度(KAHF)

便利さ

· 医療ツーリズム案内センター
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Medical Tourism Korea

信頼・安心

医療観光客のための
総合医療機関は
100%保険加入

• 外国人患者の誘致医療機関評価指定制度(KAHF)
外国人患者の誘致医療機関を対象とする評価指定制度(KAHF)によって治療、感染防
止、医療紛争の予防など医療サービスの品質を厳格に評価しています。
35の基準および153項目を基に選ばれた
最高の医療機関

信頼できる
医療環境

医療観光客に特化したシステム

信頼性

· 外国人患者の誘致機関登録制度

医療過誤に対する
賠償責任保険

医療観光客の誘致実績・
運営体系

専門医を保有

患者の権利を尊重し、
医療紛争を予防

• 違法な仲介のない透明な医療サービス

韓国は違法な仲介業者(ブローカー)に3年以下の懲役または2万7,000ドル以下の罰金を
科すなど、医療サービスの透明性を高めるために努力しています。違法な無許可のブロ
ーカーを申告した人にも最大9,000ドルの褒賞金が支払われます。
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便利な韓国の
医療ツーリズム
医療ツーリズム案内センターでは、出入国およびビザ申請に関する相談から医療
サービスの予約サポートまで、医療ツーリズムに必要な全てのプロセスをサポー
トします。医療機関と連携して患者個人に合わせた仲介サービスを通して医療観
光客が幅広い選択ができるように様々な病院情報や資料を提供しており、韓国の
先進医療サービスを事前に疑似体験することによって安心できる医療ツーリズム
になるように取り組んでいます。

• 医療ツーリズム案内センター

医療ツーリズムの関連情報および相談

連絡先

‧住所

ソウル

希望する医療機関と直ちに相談ができるようにサ
ポート

韓国内の約400の医療機関に関する的確な情報提供
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Medical Tourism Korea

‧Eメール

‧営業時間

+82-2-752-2102

medicaltourism@knto.or.kr
09:00～18:00

‧住所	仁川広域市中区コンハンロ271
仁川国際空港1階ゲート7

仁川空港

医療機関および医療商品の案内ブローシャや
パンフレットの提供

様々な医療機器およびティーセラピー(Tea
Teraphy)体験

‧連絡先

 ウル特別市中区チョンゲチョン
ソ
ロ40
韓国観光公社ソウルセンター6階

‧連絡先

+82-32-743-2172

‧営業時間

09:00～19:00

‧Eメール

medicaltourism@knto.or.kr

‧住所	釜山広域市釜山鎮区カヤデロ785

釜山

‧連絡先

+82-51-818-1330

‧営業時間

09:00～18:00

‧Eメール

medicaltourism@knto.or.kr
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安心できる韓国医療！

主な診療科目
総合内科

10

皮膚科

11

美容外科
健診センター
産婦人科
整形外科
韓方
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主な診療科目

総合内科

韓国の医療ツーリズム

強み

・がん治療分野で世界5位の病院と20位圏内の病院が3ヵ所ある
・韓国の胃がんの5年生存率は77%で、米国の32.4%の2倍

皮膚科

・がんの統合診療システムを勉強するために、毎年約1,000人の
医師たちが海外から韓国を訪れる

診療分野

〮 一般内科

〮 腎臓内科

〮 内分泌代謝内科

〮 血液・腫瘍内科

〮 感染内科

〮 リウマチ内科
〮 消化器内科
〮 循環器内科

美容外科

・手術室の監視カメラ設置や手術室の実名制度の導入など信頼で
きる医療環境の構築

診療分野

・保存的治療/手術をしない
治療

・手術的治療

〮 ボトックス

〮 豊胸手術

〮 フィラー

〮 自毛植毛

〮 シワ改善

〮 アクアピーリング

・レーザー治療

〮 シミ/色素沈着
〮 リフト

〮 傷跡/毛穴

〮 家庭医療科

・世界的な美容外科学の公式テキストの著者として韓国の医療チ
ームが選定

〮 輪郭形成
〮 脂肪吸引

・世界トップクラスの幹細胞技術によって免疫力アップとアンチエ
イジング効果

診療分野

〮 呼吸器内科

・韓国は世界の美容整形市場の25%を占める

・韓国の芸能人のスキンケア方法が世界的人気

・韓国の美容クリニック分野における保健医療人材の活発な海外進
出

〮 アレルギー内科

強み

強み

・スキンケア

〮 にきび/赤ら顔

〮 美白/保湿/再生

〮 皮膚疾患

健診センター

強み

・医療機関の電子医療記録(EMR)の普及率が世界トップ

・世 界保健安保指数の疾病検知項目で世界5位、194ヵ国の平均点
より2倍高い
・MRI装置の保有率はOECD加盟国の中で4位、OECD平均より2倍

診療分野

・基本プログラム

〮 基
 本検査項目、問診、心電図、肺機能、胸部レントゲン、血液(尿
酸、肝機能、腎臓機能、甲状腺機能、血糖など)、胃内視鏡、腹部超
音波、眼科検診、血圧など

・精密プログラム

〮 基
 本検査項目＋患者が追加したい項目

・プレミアムプログラム

〮 VIP病室で宿泊
〮 基本検査項目＋精密検査項目
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主な診療科目

産婦人科

韓国の医療ツーリズム

強み

・世界トップ5の「難妊(老化による不妊)センター」がある
・不妊 〮 難妊治療による妊娠成功率が45～50％と高い
・体外受精の費用が米国の6分の1程度

診療分野

・不妊 〮 難妊
〮 体外受精
〮 人工受精

〮 多嚢胞性卵巣症候群
〮 子宮内膜症

・女性特有のがん
〮 婦人科がん
〮 卵巣がん
〮 子宮がん

〮 子宮頸がん

韓方

強み

・国際学術誌で韓方治療の痛み軽減効果が科学的に立証

・西洋医学 〮 韓方の統合診療システムにより手術後遺症を軽減
・ダイエット、美容、非手術治療を希望する患者に人気

診療分野

・腰の治療法
〮 推拿治療

〮 神経根回復術

〮 動作鍼療法(MSAT)など

・首 〮 顎の関節の治療法
〮 推拿治療

〮 動作鍼療法(MSAT)

整形外科

〮 導引運動治療など

強み

・脊椎疾患の研究分野で世界トップ5入り

・特発性脊椎側彎症の手術成功率は80～90％

・整形外科分野で世界9位の病院と30位圏内の病院が4ヵ所ある

診療分野

・脊椎疾患

〮 腰部脊柱管狭窄症
〮 捻挫など

・関節疾患
〮 肩

〮 手部/足部

韓国、医療ツーリズムのリーダー

〮 股関節
〮 膝

〮 肘など
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重症疾患に対して高難易度の医療
行為を専門的に行う総合病院で、
韓国保健福祉部が人材、施設、設
備などの項目を総合的に評価して
3年ごとに指定しています。

外国人が最も利用
する上級総合病院

外国人が最も利用する上級総合病院

韓国の医療ツーリズム

ソウルアサン病院

上級総合病院について
世界トップ100病院に7ヵ所がランクイン

米週刊誌「ニューズウィーク」が選んだ「よい病院の世界ランキング2021(World's Best
Hospitals 2021)」に韓国の上級総合病院の多数が世界トップ100入りするなど、その国際
的な地位が高まっています。
韓国
ランキング
1

ソウルアサン病院

3

サムスンソウル病院

2
4
5
6
7

世界
ランキング

病院名

34

ソウル大学病院

42
73

セブランス病院

76

盆唐ソウル大学病院

87

ソウル聖母病院

89

高麗大学安岩病院

< 上級総合病院の診療科利用の現状 >
32.4%

主な手術

· 臓器移植(肝臓、膵臓、腎臓など)
· がんの手術(腹腔鏡、ロボット支援など)
· 冠動脈バイパス移植術(CABG)、経カテ
ーテル的大動脈弁留置術(TAVI)

総合内科

1位

産婦人科

3位

健診センター

5.4%

5%

皮膚科

2位

4位

住所
ソウル特別市松坡区オリンピックロ43ギル88
ホームページ
www.amc.seoul.kr/asan/main.do
国際診療センター
Email. mkt@amc.seoul.kr
Tel. +82-2-3010-5001
Fax. +82-2-2045-4115

対応可能言語
日本語、英語、中国語、ロシア語、モンゴル
語、ベトナム語、アラビア語
食事

洋食、ハラール食

全南大学病院

ピックアップ
空港 → 病院

・保
 健福祉部の医療機関認定取得
・保
 健福祉部の「医療の質の評価」全6領域で1等級病院に選定

主な診療科

韓国保健福祉部、外国人患者の誘致実績に関する統計分析報告書(2019年)
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主な診療科
· 臓器移植
· 心疾患
· がん

97

外国人患者の上級総合病院利用の現状

8.8%

・米
 ニューズウィーク誌の「よい病院の世界ランキング2021」で世界34位、
韓国1位
・ 保健福祉部により上級総合病院に指定
・韓
 国能率協会コンサルティング(KMAC)の「最も尊敬される病院」ランキン
グで15年連続第1位

· 循環器内科、胸部外科
· 脳神経外科、神経内科
· 小児科

主な手術
· 冠動脈インターベンションおよびステン
ト留置術、経皮的弁形成術、経カテーテ
ル的大動脈弁置換術(TAVR)、カテーテル
アブレーション(RFCA)、人工心臓ペース
メーカーおよび植込み型除細動器移植術
· 冠動脈バイパス手術
· 頸動脈内膜剥離術、脳動脈瘤

住所
光州広域市東区チェボンロ42
ホームページ
www.cnuh.com

国際診療センター
Email. www.imccnuh@gmail.com
Tel. +82-62-220-6016, 6566
Fax. +82-62-220-6564

対応可能言語
日本語、英語、中国語、ロシア語、モンゴル
語、ベトナム語、カンボジア語
食事
患者の要望に合わせて提供可能
ピックアップ
空港、ホテル → 病院
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外国人が最も利用する上級総合病院

韓国の医療ツーリズム

中央大学病院

・保
 健福祉部の医療機関認定を連続で取得
・韓
 国初、3Dプリントの人工胸廓移植に成功
・眼
 科教授のキム 〮 ギョンウは眼疾患「翼状片」研究分野で世界2位

主な診療科

· 甲状腺外科
· 泌尿器科
· 脳神経外科

主な手術

· ロボット支援下甲状腺切除術
· 前立腺がんのロボット支援手術
· 脳動脈瘤手術

住所
ソウル特別市銅雀区フッソクロ102
ホームページ
ch.cauhs.or.kr

国際診療センター
Email. cauic@caumc.or.kr
Tel. +82-2-6299-3020~3026
Fax. +82-2-6299-3029

対応可能言語
英語、ロシア語、中国語、モンゴル語

食事
洋食、ロシア料理、モンゴル料理、ハラール食

仁荷大学病院

・保
 健福祉部の「大腸がん 〮 肺がん治療評価」で1等級病院に選定
・健
 康保険審査評価院の「冠動脈バイパス手術評価」で1等級病院に選定
・保
 健福祉部の「2020救急医療機関評価」で全項目満点取得

主な診療科

· 一般外科
· 血液 〮 腫瘍内科
· 心臓内科

主な手術

· 直腸切除術
· 冠動脈ステント留置術
· 腹腔鏡下子宮全摘出術 〮 付属器切除術

ピックアップ
空港 → 病院

・保
 健福祉部の医療機関認定取得、米ニューズウィーク誌の「よい病院の世
界ランキング2021」で神経内科部門にランクイン
・健
 康保険審査評価院の「急性期脳卒中の適正性評価」で8回連続で1等級
病院に選定

主な診療科

住所
ソウル特別市城東区ワンシムニロ222-1

主な手術

国際診療センター
Email. international@hyumc.com
Tel. +82-2-2290-9553 (英語)
+82-2-2290-9579 (ロシア語)
Fax. +82-2-2298-4336

· 乳腺 〮 胃 〮 前立腺手術
· 心血管治療
· 筋萎縮性側索硬化症(ALS)の幹細胞治療

ホームページ
seoul.hyumc.com

対応可能言語
英語、ロシア語、モンゴル語
食事
洋食、ロシア料理
ピックアップ
空港 → 病院
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ホームページ
www.inha.com

国際診療センター
Email. inhamedicalcenter@gmail.com
Tel. +82-32-890-2080, 2090
Fax. +82-32-890-2088
対応可能言語
英語、中国語、ロシア語
食事
洋食、ハラール食
ピックアップ
空港 → 病院

啓明大学東山病院

漢陽大学病院

· 健診
· 外科
· 泌尿器科、耳鼻咽喉科

住所
仁川広域市中区インハンロ27

・保
 健福祉部の医療機関認定取得
・保
 健福祉部の「医療の質の評価」で、大邱の大学病院の中で唯一5年連続で
1等級病院に選定
・世
 界初、単孔式手術支援ロボットシステムを利用した直腸がん手術に成功

主な診療科

· 心 〮 脳血管疾患センター
· がん治療センター
· ロボット手術センター

主な手術

· ロボット支援手術
· 胃がん手術
· 人工膝関節置換手術

住所
大邱広域市達西区タルグボルデロ1035
ホームページ
www.dsmc.or.kr

国際診療センター
Email. mdongsan@mail.ru
Tel. +82-53-258-4006
Fax. +82-53-258-4009

対応可能言語
英語、ロシア語、その他の言語
食事
洋食

ピックアップ
空港 → 病院
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外国人が最も利用する上級総合病院

韓国の医療ツーリズム

高麗大学安岩病院

サムスンソウル病院

・保
 健福祉部の医療機関認定取得
・法
 務部により「医療ツーリズム優秀誘致機関」に指定
・韓
 国医療機関では初めて国際標準化機構の「ISO27701」認証取得

・国際医療施設認定合同機構(JCI)より5回連続で認定取得
・アジア初の「最小量輸血」外科病院
・ 毎年、世界約90ヵ国から訪れてくる病院

主な診療科

· 乳がん治療
· 大腸がん治療
· 循環器内科

主な手術

· 乳がん手術および再建手術
· 大腸がん 〮 直膓がんのロボット支援手術
· ロボット支援下甲状腺切除術

住所
ソウル特別市城北区コリョデロ73
ホームページ
anam.kumc.or.kr

国際診療センター
Email. kumcihc@korea.ac.kr
Tel. +82-2-920-5677
Fax. +82-2-920-6896

対応可能言語
英語、中国語、ロシア語、モンゴル語、アラビ
ア語
食事
洋食、ハラール食、ロシア料理、モンゴル料理

主な診療科

· がん病院
· 心臓 〮 脳 〮 血管病院
· 臓器移植センター

主な手術

· ガンマナイフ手術
· 造血幹細胞移植手術
· 生体肝移植手術

慶熙医療院

主な手術

· ロボット支援手術(ダヴィンチ)：大腸
がん 〮 前立腺がん
· ガンマナイフ手術：脳腫瘍手術
· トモセラピー手術：各種がん治療
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国際診療センター
Email. ihs.smc@samsung.com
Tel. +82-2-3410-0200
Fax. +82-2-3410-0229

対応可能言語
英語、中国語、ロシア語、アラビア語、モンゴル語
食事
韓食、洋食、ハラール食、ロシア料理、モンゴル料理

盆唐ソウル大学病院

・韓
 国初、保健福祉部の医科大学病院・歯科病院・韓方病院認定取得
・「ブランド力」

第1位の韓方病院
・韓
 国初の医学・韓方医学・歯科医学を統合したがん治療

· 整形外科、脳神経外科
· 統合的がん治療
· 韓方治療

ホームページ
www.samsunghospital.com/english

ピックアップ
空港 → 病院

ピックアップ
空港 → 病院

主な診療科

住所
ソウル特別市江南区イルウォンロ81

住所
ソウル特別市東大門区キョンヒデロ23
ホームページ
www.khmc.or.kr

国際診療センター
Email. khmc.ghc@gmail.com
Tel. +82-2-958-9644
Fax. +82-2-958-2980

対応可能言語
日本語、英語、ロシア語、中国語
食事
洋食

洋食
空港 → 病院

・韓
 国初、国際診療認定機関の国際診療認定取得
・米
 ニューズウィーク誌の「よい病院の世界ランキング2021」で韓国病院
トップ5入り

主な診療科

住所
京畿道城南市盆唐区クミロ173バンギル82

主な手術

国際診療センター
Email. ihsi@snubh.org
international.snubh@gmail.com
Tel. +82-31-787-2034
Fax. +82-31-787-4088

· がんセンター
· 脊椎センター
· 関節センター
· 最小侵襲手術
· 複合脊椎手術
· 複合関節手術

ホームページ
www.snubh.org/dh/en/

対応可能言語
英語、ロシア語、アラビア語
食事
洋食、ハラール食

ピックアップ
空港 → 病院(入院患者に限る)
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外国人が最も利用する上級総合病院

韓国の医療ツーリズム

ソウル大学病院

順天郷大学付属富川病院

・ 韓国産業のブランド力の総合病院部門で21年連続第1位
・国家ブランド指数の総合病院部門で6年連続第1位
・ 高難度膵臓・胆道のロボット支援手術件数1,000件突破

主な診療科

· 重症稀少難治性疾患
· がん疾患
· 小児がん 〮 小児希少難病

主な手術

· 最小侵襲手術
· 臓器移植手術
· 脳腫瘍手術

・保
 健福祉部の医療機関認定を4回・15年連続で取得
・ソ
 ウル・仁川エリアにおいて最短でロボット支援手術件数500件突破

住所
ソウル特別市鐘路区テハクロ101
ホームページ
www.snuh.org

国際診療センター
Email. international@snuh.org
Tel. +82-2-2072-0505
Fax. +82-2-2072-0785

対応可能言語
英語、モンゴル語、ロシア語、中国語、アラビ
ア語

主な診療科

· 血液 〮 腫瘍内科
· 外科
· 消化器内科

主な手術

· 肝臓、腎臓移植
· がんのロボット支援手術
· 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)

食事
洋食、ハラール食

セブランス病院

· 腫瘍内科、血液内科
· 乳腺外科、甲状腺 〮 内分泌外科
· 小児神経科、小児心臓科

主な手術

· ロボット支援手術
· 脊椎手術
· 健診

国際診療センター
Email. schinfo@schmc.ac.kr
Tel. +82-32-621-5049
Fax. +82-32-621-6820

対応可能言語
ロシア語、中国語、モンゴル語
食事
洋食、ロシア料理
ピックアップ
空港 → 病院

・国際医療施設認定合同機構(JCI)の認定取得(4回目)
・米
 ニューズウィーク誌の「よい病院の世界ランキング2022」でがん 〮 
内分泌 〮 消化器 〮 神経 〮 小児 〮 整形外科部門にランクイン

住所
ソウル特別市西大門区ヨンセロ50-1
ホームページ
sev.severance.healthcare
国際診療センター
Email. ihcc@yuhs.ac
Tel. +82-2-2228-5800
Fax. +82-2-362-6835

対応可能言語
日本語、英語、ロシア語、中国語、モンゴル
語、アラビア語
食事
洋食、ロシア料理、ハラール食
ピックアップ
空港 → 病院(VIP専用)
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ホームページ
international.schmc.ac.kr

カトリック大学ソウル聖母病院

・ 韓国初の西洋式医療機関
・ 世界初、ロボット支援手術件数3万件突破
・国家顧客満足度調査(NCSI)で10年連続第1位

主な診療科

住所
京畿道富川市チョマルロ170

主な診療科

· 血液病院
· 心臓 〮 脳 〮 血管病院
· がん病院

主な手術

· 世界初、単一機関として造血幹細胞
移植件数9,000件突破
· ロボット支援手術(ダヴィンチ)
· 経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI)

住所
ソウル特別市瑞草区パンポデロ222
ホームページ
www.cmcseoul.or.kr

国際診療センター
Email. ihcc@catholic.ac.kr
Tel. +82-2-2258-5745
Fax. +82-2-2258-5752

対応可能言語
日本語、英語、ロシア語、中国語、フランス
語、アラビア語
食事
洋食、ロシア料理、ハラール食
ピックアップ
空港 → 病院
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7大医療科目別病院を紹介しま
す。これらは韓国保健福祉部・
法務部、米国病院など信頼でき
る公的機関からの多様な認定を
取得し、専門性と安全性が保証
されます。

7大診療科目別の
代表病院
総合内科

26

皮膚科

32

美容外科
健診センター
産婦人科
整形外科
韓方

29
34
37
39
43

総合内科

総合内科

亜洲大学病院

・保
 健福祉部の医療機関認定取得
・国
 際医療施設認定合同機構(JCI)より3回連続で認定取得
・疾
 病管理庁の「損傷患者の退院後追跡調査(2022)」で優秀病院に選ばれ、
保健福祉部長官賞を受賞

主な診療科

· 外科(乳腺、甲状腺、大腸肛門)
· 血液・腫瘍内科
· 肺センター

主な手術

· 乳房切除術
· ロボット支援下甲状腺切除術
· 大腸がん手術

住所
京畿道水原市霊通区ワールドカップロ164
ホームページ
hosp.ajoumc.or.kr

国際診療センター
Email. inthcc.ajou@gmail.com
Tel. +82-31-219-4311~3, 4010, 7070
Fax. +82-31-219-5432
対応可能言語
日本語、英語、ロシア語、中国語
食事
洋食

テハン病院

・保
 健福祉部の医療機関認定を3回連続で取得
・健
 康保険審査評価院の「大腸がんの7次適正性評価」で1等級病院に選定
・保
 健福祉部により大腸肛門分野の専門病院に指定

主な診療科

· 大腸・肛門外科
· 大腸がんセンター
· 消化器内科

主な手術

· 痔の手術
· 腹腔鏡下直膓がん・大腸がん手術
· 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

ピックアップ
空港 → 病院(要予約)

大邱ファティマ病院

・保
 健福祉部の医療機関認定取得
・ 大韓心血管インターベンション学会のインターベンション認定取得
・ 大韓消化器内視鏡学会の優秀内視鏡室認定取得

主な診療科

· 外科
· 放射線腫瘍科
· 消化器内科

主な手術

· 乳がん手術
· 胃がん手術
· 大腸がん手術

住所
大邱広域市東区アヤンロ99
ホームページ
www.fatima.or.kr

国際診療センター
Email. i mc＠fatima.or.kr(英語)
global＠fatima.or.kr(ロシア語)
Tel. +82-53-940-7520(英語)
+82-53-940-7620(ロシア語)
Fax. +82-53-940-7524
対応可能言語
英語、ロシア語
食事
洋食

ピックアップ
空港 → 病院
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住所
ソウル特別市瑞草区ナンブスンファンロ2151
ホームページ
www.daehang.com

国際診療センター
Email. dh.global@daum.net
Tel. +82-2-6388-8740, 8741
対応可能言語
ロシア語、英語、ウズベク語
食事
洋食、ロシア料理

嘉泉大学キル病院

・保
 健福祉部により「地域がんセンター」に指定
・A
 Iを搭載した大腸内視鏡システムを開発・導入
・極
 超高解像度の11.74T MRI装置の研究開発

主な診療科

· 心臓内科
· 大腸・肛門外科
· 婦人科

主な手術

· ロボット支援手術(ダヴィンチ)：
婦人科がん、大腸がん
· 経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI)

住所
仁川広域市南洞区ナムドンデロ774バンギル21
ホームページ
www.gilhospital.com

国際診療センター
Email. gihc@gilhospital.com
Tel. +82-32-460-3213
Fax. +82-32-461-3214

対応可能言語
英語、中国語、ロシア語、モンゴル語
食事
洋食、ロシア料理
ピックアップ
空港 → 病院
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総合内科

美容外科

HJマグノリア国際病院

バノバギ整形外科

・保
 健福祉部の「グローバルヘルスケアアワード」で国務総理賞を受賞
・法
 務部により「医療ツーリズム優秀誘致機関」に指定
・第
 一回観光振興拡大会議で医療ツーリズム・クラスターのモデル病院に選定

主な診療科

· 整形外科
· リハビリテーション医学科
· 統一医学センター

主な手術

· 脊椎ヘルニア、人工関節置換術、関
節鏡視下手術
· リハビリ治療
· 免疫細胞治療、抗がん剤の副作用の
治療

住所
京畿道加平郡雪岳面ミサリロ267-177
ホームページ
eng.hjmmc.or.kr

国際診療センター
Email. hjmcenter@gmail.com
Tel. +82-31-589-4488
Fax. +82-31-589-4476

対応可能言語
日本語、英語、中国語、ロシア語
食事
洋食、ロシア料理、ハラール食

・ 保健福祉部の医療機関認定取得
・ 法務部により「医療ツーリズム優秀誘致機関」に指定
・健
 康保険審査評価院の「急性・慢性疾患9部門の適正性評価」で1等級病院
に選定

· がん手術、抗がん、放射線の3大がん
治療
· 統合免疫クリニック(温熱治療、ヤド
リギ治療)
· がん患者の集学的治療

主な手術

· 胃がん 〮 大腸がんの手術、減量 〮 代謝
改善手術
·腹膜がんの手術(CRS-HIPEC、LHIPEC)
·がんの血管内治療
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主な診療科

· 美容外科
· 毛髪センター
· プチセンター

主な手術

· 輪郭形成、顎の整形
· フェイスリフト
· 豊胸手術

ピックアップ
空港 → 病院

暁山医療財団Gセム病院

主な診療科

・ソ
 ウル特別市により医療ツーリズム協力機関に選定
・韓
 国の美容整形番組「Let美人」およびタイ版「Let美人」の公式指定医療
機関

住所
京畿道軍浦市クンポロ591
ホームページ
www.gsamhospital.com

国際診療センター
Email. samhospital1@gmail.com
Tel. +82-31-389-3865
Fax. +82-31-389-3795
対応可能言語
英語、ロシア語、フランス語

食事
洋食、ロシア料理、モンゴル料理
ピックアップ
空港、ホテル → 病院

住所
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ517
ホームページ
www.engbanobagi.com

国際診療センター
Email. english@banobagi.com
Tel. +82-2-522-6636

対応可能言語
日本語、英語、タイ語、中国語、ベトナム語、
インドネシア語、モンゴル語
ピックアップ
空港 → 病院

グランド整形外科
・2
 004年開院、豊富な臨床経験を持った分野別の専門医
・世
 界の約100ヵ国・3万人を超える外国人患者が訪れたグローバルな美容
外科
・大
 学病院級の先端医療設備および安全手術システム保有

主な診療科
· 美容整形
· 再建整形
· プチ整形

主な手術

· 再手術
· 鼻の手術、輪郭形成、アンチエイジ
ング
· 豊胸手術、ボディライン形成

住所
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ841 JBミソビル
6階
ホームページ
eng.grandsurgery.com

国際診療センター
Email. grandps_en@gmail.com
Tel. +82-70-7119-1580
Fax. +82-2-596-5549

対応可能言語
英語、中国語、ベトナム語、タイ語、モンゴル語
ピックアップ
空港 → 病院
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美容外科

美容外科

ハーシー整形外科

・ 保健産業最高経営者会議の「大韓民国保健産業大賞」を5回受賞
・ソウル特別市江南区の「医療サービス大賞」を2回受賞
・「国家持続可能経営大賞」の社会貢献部門で保健福祉部長官賞を受賞

主な診療科

· リフト
· 豊尻術(ヒップアップ)
· 目の整形

主な手術

· Epiticon糸を利用したフェイスリフト
· 豊尻術(ヒップアップ)
· 上眼瞼除皺術

住所
ソウル特別市江南区サムソンロ730
ホームページ
hershe9.com

国際診療センター
Email. hershe@medihershe.com
Tel. +82-511-3911
Fax. +82-511-9970

対応可能言語
英語、中国語、ロシア語、モンゴル語
ピックアップ
空港、ホテル → 病院

現代美学美容形成外科

・韓
 国消費者評価の「2021KCA優秀専門人アワーズ」の医師部門大賞を受賞
・中
 国最大美容整形アプリSoyoungの「Soyoungアジア医療美容整形授賞式」
で海外医師部門の目の再手術大賞を受賞

主な診療科

· 美容外科
· 皮膚科
· フィラーおよびプチ整形

主な手術

· 目の整形
· 鼻の整形
· 輪郭形成
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住所
ソウル特別市江南区トサンデロ114、2・5・6階
ホームページ
h-mihak.co.kr

国際診療センター
Email. hyundaiaesthetics@gmail.com
Tel. +82-70-5067-2705
Fax. +82-2-518-4541

対応可能言語
英語、中国語、タイ語、ベトナム語、トルコ語
ピックアップ
空港、ホテル → 病院(条件付き利用可能)

JK整形外科医院

・保健福祉部により韓国美容外科では唯一となる外国人患者の優秀誘致医
療機関(KAHF)に指定
・全世界100ヵ国から訪問する美容外科
・世界有数のマスメディアが注目する美容外科

主な診療科

· 美容整形
· ウェルネス
· プチ整形、スパ

主な手術

· アンチエイジング(フェイスリフトなど)
· 豊胸手術
· 輪郭形成

ビュー美容外科

住所
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ835
ホームページ
jkplastic.com

国際診療センター
Email. english@jkplastic.com (English)
japan@jkplastic.com(日本語)
Tel. +82-2-777-7797
Fax. +82-2-532-4753
対応可能言語
日本語、英語、中国語、ロシア語、
食事
洋食

ピックアップ
空港、ホテル → 病院

・開院以来、17年間無事故
・ 韓国保健産業振興院の「メディカルコリア2021」で保健福祉部長官賞を受賞
・ 韓国の美容整形番組「Let美人」に参加した美容外科

主な診療科
· 美容外科
· 皮膚科
· 歯科

主な手術

· 豊胸手術
· 顎の整形、輪郭形成
· 目 〮 鼻の整形、フェイスリフトなど
その他の手術

住所
ソウル特別市江南区ポンウンサロ107
ホームページ
www.viewclinic.com

国際診療センター
Email. vieweng@viewclinic.com
Tel. +82-2-539-1177
Fax. +82-2-539-1132

対応可能言語
日本語、英語、中国語、タイ語、ベトナム語、
インドネシア語、スペイン語、ロシア語
食事
洋食、ハラール食、ヴィーガン食
ピックアップ
空港 → 病院
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皮膚科

皮膚科

オールフォースキン皮膚科
・国際医療施設認定合同機構(JCI)より2回連続で認定取得
・保
 健福祉部の「グローバルヘルスケアアワード」保健医療発展部門で保健
福祉部長官賞を受賞
・ 大邱広域市により「医療ツーリズムの先導医療機関」に選定

主な診療科
· 脱毛
· 色素沈着
· リフト

主な手術

· 自毛植毛
· プチ輪郭形成
· ハイフ(HIFU)によるリフトアップ

住所
大邱広域市中区トンソンロ5ギル26、4階
ホームページ
www.all4skin.co.kr

国際診療センター
Email. socrates_m@naver.com
Tel. +82-53-425-7582
Fax. +82-53-722-2308
対応可能言語
英語

コウンセサン・キムヤンジェ皮膚科医院
・国際医療施設認定合同機構(JCI)より皮膚科では韓国初の2回連続で認定取得
・ 保健福祉部長官賞を受賞
・中
 国商務部の「韓国・中国ビジネス信用認定プラットフォーム(CKA)」の認定
取得

主な診療科

· 美容 〮 皮膚疾患の治療
· シミ、くすみ、色素沈着
· シワ、リフト、アンチエイジング

主な手術

· シミ 〮 くすみのレーザー治療
· 若返り 〮 エイジングケア
· ボトックス、フィラー、下眼瞼脱脂
(目の下の脂肪取り)

アルムダウンナラ皮膚科

· コラーゲンセンター
· 皮脂腺センター
· スペシャルセンター

主な手術

· ウルセラ、サーマクール、
Profound(プロファウンド)
· ニキビのフォトセラピー(光治療)、
ゴールドアクネトリートメント
(GOLD PTT)、空気圧復元術
· ミ ラドライ、メディカルスキンケ
ア、色素沈着の治療
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ホームページ
doctorkim.com

国際診療センター
Email. hq3@doctorkim.com
Tel. +82-51-805-1004
Fax. +82-51-804-1078

対応可能言語
日本語、英語、中国語、ロシア語
ピックアップ
空港 → 病院

オラクル皮膚科医院(九月店)

・保
 健福祉部長官賞を6回受賞
・韓
 国でScience Citation Index Expanded(SCIE)級のウルセラに関する論文5編
のうち、4編を当院の医療チームが発表
・オ
 リジナルのコスメシューティカル製品の開発

主な診療科

住所
釜山広域市釜山鎮区チュンアンデロ686、5階

住所
ソウル特別市江南区カンナムデロ390
ミジンプラザ12階
ホームページ
www.anacli.co.kr

国際診療センター
Email. global@anacli.co.kr
Tel. +82-2-3420-2201
Fax. +82-2-3420-2204

対応可能言語
日本語、英語、中国語、ロシア語

・ 5人の専門医が常駐
・ 患者に合わせた相談・施術
・ 約70種の最新設備を保有

主な診療科

· 皮膚科
· 美容外科
· 産婦人科
· 肥満外来クリニック

主な手術

· 美容クリニック
· プチ整形
· 目の整形、女性器形成、脂肪吸引

住所
仁川広域市南洞区イェスルロ126 LINK126ビル6階
ホームページ
kuwolskin.com

国際診療センター
Email. oraclegw@naver.com
Tel. +82-70-4944-1382
Fax. +82-32-434-5310
対応可能言語
中国語、ロシア語、英語
ピックアップ
空港 → 病院
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健診センター

健診センター

ソウルアサン病院健康増進センター
・ 韓国能率協会コンサルティング(KMAC)の「韓国産業のブランド力」で第1位
・ 各種最先端の検診設備(CT、MR、PET)を保有

主な診療科

· 13の専門分科 〮 約50人の専門医
· がん 〮 各種疾病の発見時、ソウルアサン
病院の外来診療と迅速連携

主な手術

· 個人に合わせた細やかな専門医の結果相
談
· ホテル並みの患者用客室を利用可能
· 頭からつま先まで全身一日で検査可能

住所
ソウル特別市松坡区オリンピックロ43ギル88
ホームページ
health.amc.seoul.kr

国際診療センター
Email. hpc_admin@amc.seoul.kr
Tel. +82-2-3010-5005
Fax. +82-2-3010-7022

対応可能言語
中国語、ロシア語、モンゴル語、アラビア語
食事
健診後健康食提供

建国大学病院ヘルスケアセンター
・保
 健福祉部により4回連続で上級総合病院に指定、
「救急医療機関評価」で
最高レベル(A)取得
・疾
 病管理庁・消防庁の「急性心臓停止調査に関するシンポジウム」で保健福
祉部長官賞を受賞

主な診療科
· 健診

主な手術

· 各種がんの手術
· 足部 〮 足関節の手術
· 緑内障 〮 白内障の手術

ピックアップ
空港、ホテル → 病院(条件付き利用可能)

H+陽地病院付属国際病院

· 健診
· 乳腺、甲状腺、前立腺など外科分野
· 消化器診察分野

主な手術

· 減量 〮 代謝改善手術
· 乳がん、甲状腺がん、前立腺がんの
手術
· 人工股関節置換術、人工膝関節置換
術
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ホームページ
www.kuh.ac.kr

国際診療センター
Email. konkukhealth@gmail.com
Tel. +82-2-2030-8361
Fax. +82-2-2030-8363
対応可能言語
英語、中国語、ロシア語
食事
健診後健康食提供

ソウル大学病院江南センター

・国
 際病院連盟の「IHFアワード2021」で韓国で唯一受賞
・米
 ニューズウィーク誌の「よい病院の世界ランキング2021」で非公共・非大
学の総合病院のうち、ソウルエリア第1位

主な診療科

住所
ソウル特別市広津区ヌンドンロ120-1

住所
ソウル特別市冠岳区ナンブスンファンロ1636
ホームページ
www.newyjh.com

国際診療センター
Email. himc@newyjh.com
Tel. +82-2-2038-6132
Fax. +82-70-4665-9033

対応可能言語
英語、中国語、ロシア語、モンゴル語

食事
洋食、ハラール食、ロシア料理、モンゴル料理
ピックアップ
空港 → 病院

・各
 診療科の専門教授チームによる検査・相談(16の診療科の専門医常駐)
・外
 国人患者の診療に対応できる専門の国際診療チームを運営

主な診療科

· 基本健診
· がん検診
· 系統・疾患別の健診

主な手術

· 基本健診プログラム
· 主要がん検診プログラム
· その他の疾患・系統別に特化した健
診プログラム

住所
ソウル特別市江南区テヘランロ152、38階
ホームページ
en-healthcare.snuh.org

国際診療センター
Email. en_healthcare@snuh.org
Tel. +82-2-2112-5503
Fax. +82-2-2112-5590
対応可能言語
英語、中国語、ロシア語
食事
健診後健康食提供、洋食
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健診センター

産婦人科

セブランス・ヘルスチェックアップ
・ 豊富な臨床経験の専門医が検査および相談実施
・ 最先端医療機器およびプロトコルを通した精密かつ安全な検査
・ 韓国唯一のボディ・リモデリングを運営

主な診療科

· 基本健診
· 系統 〮 疾患別に特化した健診
· プレミアム健診

主な手術

· 外国人患者は健診当日に結果相談可能
· 有所見者はFast Track Systemにより速か
に診療 〮 追加検査を実施
· 大腸内視鏡検査中にポリープが発見され
た場合、1cm未満はその場で切除

住所
ソウル特別市中区トンイルロ10延世大学
セブランスビル4・5階
ホームページ
sev.severance.healthcare/sev-en/
国際診療センター
Email. forcheckup@yuhs.ac
Tel. +82-2-2228-1004、内線番号4
Fax. +82-2-2259-3235

対応可能言語
英語、中国語、ロシア語 (別途料金が発生)
食事
健診後健康食提供

江南CHA病院
・保
 健福祉部により産婦人科専門病院に指定
・保
 健福祉部の医療機関認定取得
・韓
 国初、産婦人科のロボット支援手術件数3,000件達成

主な診療科

· 難妊(老化による不妊)治療センター
· 産婦人科
· 新生児 〮 ハイリスク妊婦集中治療室

主な手術

· 難妊に特化した治療
· 産前 〮 産後ケアセンター、ハイリスク
妊婦 〮 新生児専門
· ロボット支援手術

大田ソン病院

· 国際健診センター(VIP健診)
· 整形外科
· 歯科

主な手術

· 整形外科、人工股関節置換術
· がんの手術
· 不整脈治療

住所
大田広域市中区モクジュンロ29
ホームページ
www.sunhospital.co.kr

国際診療センター
Email. sunhospital365@gmail.com
Tel. +82-42-220-8080
Fax. +82-42-252-5505

対応可能言語
英語、中国語、モンゴル語、ロシア語

食事
ロシア料理、モンゴル料理、ハラール食
ピックアップ
空港、ホテル → 病院

36

ホームページ
gangnam.chamc.co.kr

国際診療センター
Email. chamcic@chamc.co.kr
Tel. +82-2-3468-2632/3404/3127
Fax. +82-2-558-1112

対応可能言語
英語、中国語、ロシア語、モンゴル語
食事
洋食

ピックアップ
空港 → 病院

マリア病院

・保
 健福祉部の医療機関認定を3回取得
・ロ
 シア・チュメニ州の州立歯科病院とシステム輸出契約を締結
・国
 際医療施設認定合同機構(JCI)より国際健診センターの認定取得

主な診療科

住所
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ566

・韓
 国10ヵ所、米国2ヵ所と計12の分院ネットワーク
・約
 180人の難妊(老化による不妊)の専門医と専門研究員
・年
 間約25,000件以上の体外受精(IVF)

主な診療科

· 難妊センター
· 妊娠力の保存
· 婦人科の診療

主な手術

· 体外受精(IVF)
· 人工受精
· 卵子や精子の凍結保存

住所
ソウル特別市東大門区チョンホデロ20
ホームページ
www.mariababy.com

国際診療センター
Email. international@mariababy.com
Tel. +82-2-2250-3843
Fax. +82-2-2250-3816
対応可能言語
英語、モンゴル語、ロシア語
ピックアップ
空港 → 病院
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産婦人科

整形外科

ミズメディ病院

盆唐済生病院

・保
 健福祉部により3回連続で医療機関に指定
・保
 健福祉部により4回連続で産婦人科専門病院に指定
・韓
 国医療機関では初めて国際標準化機構の「難妊(老化による不妊)
医療サービスISO9001」認証取得

主な診療科

· 難妊センター
· 産婦人科
· 泌尿器科

主な手術

· 体外受精(IVF)
· 自然分娩、帝王切開
· 男性の不妊手術

住所
ソウル特別市江西区カンソロ295
ホームページ
www.mizmedi.com

国際診療センター
Email. enquiries@mizmedi.com
Tel. +82-2-2007-1253
Fax. +82-2-2007-1249
対応可能言語
ロシア語、中国語、モンゴル語
食事
ロシア料理

ピックアップ
空港 → 病院

リズ産婦人科

· 女性器形成(膣 〮 小陰唇 〮 処女膜など)
· 婦人科検診
· 女性特有の病気

主な手術

· 膣形成
· 小陰唇縮小手術
· 処女膜再生手術

主な診療科

· 脊椎疾患
· 股関節 〮 膝関節 〮 肩関節の疾患
· スポーツ外傷

主な手術

· 人工関節手術
· 椎間板ヘルニアの手術
· 脊髄腫瘍(Spinal Tumor)摘出術

住所
京畿道城南市盆唐区ソヒョンロ180バンギル20
ホームページ
www.jshospital.org

国際診療センター
Email. dmcihc@gmail.com
Tel. +82-31-779-0800
Fax. +82-31-779-0578
対応可能言語
ロシア語、モンゴル語
食事
洋食

ピックアップ
空港 → 病院

仁川ヒムチャン総合病院

・ 韓国初、レーザーによる女性器形成術を導入
・ソ
 ウル特別市により「ソウル特別市の医療ツーリズム協力機関」に3回連続で
選定
・ 特許庁に「女性器形成術(膣形成・小陰唇縮小術)」の特許出願

主な診療科

・ 保健福祉部の医療機関認定取得
・ 保健福祉部の「2018救急医療機関評価」でA等級病院に選定
・ 脊椎センターの運営

住所
ソウル特別市江南区トサンデロ127
キョンソビル3 〮 4階
ホームページ
womanlaser.com

国際診療センター
Email. wsh@iriz.co.kr
Tel. +82+2-540-8811
Fax. +82+2-549-2903

対応可能言語
日本語、英語、中国語

・圧
 倒的な手術件数と数多くの臨床経験
・最
 新の手術支援ロボット(MAKO)を活用し、手術満足度向上
・医
 療人出身の専門医療コーディネーターによるサービス

主な診療科

· 整形外科
· 脳神経外科
· 腎臓内科

主な手術

· ロボット支援人工関節置換術
· 顕微鏡支援微細手術
· 椎間板ヘルニア摘出術

住所
仁川広域市南洞区ノンヒョンロ72
ホームページ
himchangeneral.com

国際診療センター
Email. bhimchan92@gmail.com
Tel. +82-32-459-3024
Fax. +82-32-459-3029
対応可能言語
英語、ロシア語

食事
洋食、治療食(糖尿、高血圧など)
ピックアップ
空港、ホテル → 病院
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整形外科

整形外科

カンドン病院

ナザレ国際病院

・ 脊椎 〮 関節中心のグローバルハブ病院
・英
 国オフショア石油ガス工業会(Oil and Gas UK)が指定した韓国唯一の公式
医療健診病院
・ 韓国初、米保健福祉省と患者の搬送契約を締結

主な診療科
· 整形外科
· 内科
· 総合健診

主な手術

· 脊椎
· 関節
· 小児脊椎、関節、マイクロサージャリー

住所
釜山広域市沙下区タデロ145
ホームページ
jointspine.com

国際診療センター
Email. kdhihc1577@hanmail.net
Tel. +82-51-209-1201
Fax. +82-51-201-3865

対応可能言語
英語、ロシア語、モンゴル語、アラビア語
食事
洋食、ハラール食

ピックアップ
空港、鉄道駅 → 病院

ナヌリ病院

· 脳神経外科(脊椎)
· 整形外科
· 神経内科

主な手術

· 微細顕微鏡 〮 内視鏡による脊椎手術
· 関節鏡視下手術
· 人工関節置換術

主な診療科

· 関節脊椎センター
· リハビリテーション医学センター
· 韓方センター

主な手術

· 人工股関節置換術
· てんかん(発作、脳性小児麻痺)治療
· 脳卒中治療

住所
仁川広域市延寿区モヌグムロ98
ホームページ
www.nasaret.co.kr

国際診療センター
Email. danieln379@naver.com
Tel. +82-32-899-9736
Fax. +82-32-899-9739
対応可能言語
英語、ロシア語、中国語
食事
洋食、ロシア料理

ピックアップ
空港、ホテル → 病院

ソウル第一病院

・保
 健福祉部の医療機関認定取得および脊椎専門病院に指定
・韓
 国保健産業振興院の「メディカルコリア2021」で大統領賞を受賞
・大
 韓最小侵襲脊椎学会(KOMISS)により「国際最小侵襲脊椎手術教育センタ
ー」に指定

主な診療科

・保健福祉部の医療機関認定を3回取得
・仁川広域市により「外国人患者の優秀誘致機関」に指定
・韓国保健産業振興院の「韓医薬グローバルヘルスケアアワード」で保健福
祉部長官賞を受賞

住所
ソウル特別市江南区オンジュロ731
ホームページ
ihc.nanoori.co.kr

国際診療センター
Email. ihc_info@mfnanoori.co.kr
Tel. +82-2-6003-9766 (英語)
+82-2-6003-9763 (ロシア語)
+82-2-6003-9762 (モンゴル語)
Fax. +82-2-6003-9752
対応可能言語
英語、ロシア語、モンゴル語

・保
 健福祉部により「外国人患者の誘致医療機関」に指定
・整
 形外科の分科別診療
・ワ
 ンストップ医療システム、患者に合わせた1:1の理学療法

主な診療科
· 整形外科
· 内科
· 健診

主な手術

· 整形外科手術
· 手の外傷 〮 切断指再接着術
· 脊椎手術

住所
京畿道平沢市チサンロ70
ホームページ
www.s-best.co.kr

国際診療センター
Email. seoulcheilhospital1@gmail.com
Tel. +82-31-615-7542
Fax. +82-31-615-7575
対応可能言語
英語

食事
洋食

ピックアップ
空港 → 病院
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整形外科

韓方

ウリドゥル病院

・保
 健福祉部により脊椎専門病院に4回指定
・米
 ニューズウィーク誌の「よい病院の世界ランキング2021」で世界100大スマ
ート病院にランクイン
・米
 医療観光品質連合(MTQUA)の「医療観光客のための世界10大病院」に6年
連続で選定

主な診療科

· 脳神経外科
· 整形外科
· リハビリテーションおよび痛みの治療

主な手術

· 最小侵襲脊椎手術
· 胸椎の手術
· 内視鏡的減圧術(脊椎)

住所
ソウル特別市江南区ハクトンロ445
ホームページ
www.wooridul.com

国際診療センター
Email. i pc@wooridul.co.kr
ipcwooridul@gmail.com
Tel. +82-2-513-8452
Fax. +82-2-513-8454
対応可能言語
英語、ロシア語、アラビア語
食事
洋食、ハラール食
ピックアップ
空港 → 病院

自生韓方病院

・保
 健福祉部の医療機関認定取得
・保
 健福祉部により韓方脊椎専門病院に4回指定
・韓
 国記録院により「最短期間に最多の脊椎疾患の患者治療」事実を認定

主な診療科

· 韓方リハビリテーション医学科
· 脊椎 〮 筋骨格系疾患

主な手術

· 筋骨格系に特化した韓方薬治療
· 鍼(一般鍼、韓方鍼、動作鍼)
· 推拿治療

住所
ソウル特別市江南区カンナムデロ536
ホームページ
www.jaseng.net (英語)

国際診療センター
Email. jasengeng@gmail.com (英語)
Tel. +82-2-3218-2225, 2223 (英語)
Fax. +82-2-3218-2222

対応可能言語
日本語、英語、ロシア語、モンゴル語
食事
洋食

ピックアップ
空港 → 病院 (入院患者に限る)

カサン医療財団廣東韓方病院
・「バイオ＆メディカルコリア2014」

で保健福祉部長官賞を受賞
・ソ
 ウル特別市江南区の「外国人患者の誘致実績優秀機関賞」を受賞
・国
 際標準化機構の「ISO9001」認定取得

主な診療科

· 減量 〮 ダイエット
· 更年期障害
· 免疫 〮 疲労

主な手術

· 肥満症改善の韓方薬
· 鍼(整形 〮 美容)
· 免疫力アップの韓方薬
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住所
ソウル特別市江南区ポンウンサロ612
ホームページ
www.ekwangdong.co.k

国際診療センター
Email. japan@ekwangdong.co.kr
Tel. +82-2-2222-4992
Fax. +82-2-2222-4899
対応可能言語
日本語、英語
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韓方

江東慶熙大学病院
・ 保健福祉部の医療機関認定取得
・ 保健福祉部の「2017年患者経験評価」で総合病院の中で全国1位
・ 韓方医学をリードする韓方ブランド力第1位の韓方医科大学病院

主な診療科

· 産婦人科、乳腺、甲状腺、大腸 〮 肛門外科
· 関節、脊椎、脳神経センター
· 韓方免疫力 〮 呼吸器 〮 感染症

主な手術

· 産婦人科、脊椎、関節、脳神経、減量手術、
角膜、生体肝移植
· 韓方のスキンケア

住所
ソウル特別市江東区トンナムロ892
ホームページ
www.khnmc.or.kr

< 付録 >

外国人患者の誘致登録機関全体リスト

国際診療センター
Email. kuimsseoul@gmail.com
Tel. +82-2-440-6425
Fax. +82-2-440-6434

対応可能言語
英語、ロシア語、モンゴル語、中国語
食事
洋食、ロシア料理、モンゴル料理
ピックアップ
空港 → 病院

ソウル
京畿道
仁川

イ・ムンウォン韓方クリニック
・脱
 毛症の治療一筋20年、韓国唯一の脱毛専門クリニックで、世界50ヵ国から
外国人患者が年に1000人以上訪問
・ソ
 ウル特別市江南区の「外国人患者の誘致実績優秀機関賞」を4回連続受賞
・保
 健福祉部長官賞を受賞

主な診療科

· 脱毛症の治療
· ヘッドスパ
· 頭皮治療

主な手術

· 脱毛症の鍼治療
· 毛髪再生治療
· メディカルヘッドスパ
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住所
ソウル特別市江南区ソンルンロ132ギル33
ホームページ
leemoonwon.com

国際診療センター
Email. leemoonwon.international@gmail.com
Tel. +82-2-511-1079
Fax. +82-2-511-6806
対応可能言語
日本語、英語、中国語、ロシア語

江原道
忠清道
大田

慶尚道
大邱
釜山
蔚山

全羅道
光州

済州道

医療機関リスト

ソウル
医療機関名

住所

連絡先

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ707

+82-2-540-6777

1mm美容外科医院

ソウル特別市江南区カンナムデロ446

Aプラス歯科病院

ソウル特別市江南区オンジュロ860

4月31日美容外科

B&Viit江南パルグンセサン眼科
Before&After医院
CDC子ども歯科

CHA医科大学江南CHA病院
CM病院

CUクリーンアップ皮膚科三成店

DA美容外科

EU口腔顎顔面外科
Girin美容外科
GNG病院

ID美容外科

ING整形外科
JJ整形外科

JWジョンウォン美容外科

Live歯科病院

Luxell内科医院
Migo美容外科

MVPセブン美容外科
NANA美容外科医院
Onbody韓医院

Re&Re整形外科

Reyoungクリニック
ST美容整形外科
TAKO美容外科

UcanB美容外科医院
UC江南歯科

WIZ&美 美容外科

You&I美容皮膚科永登浦店
You&I美容皮膚科江南店

You&I美容皮膚科新村店

アセンブル美容外科医院

アルムダウンナラ皮膚科明洞店
アンカン病院

イ・ムンウォン韓方クリニック
イェソン耳鼻咽喉科

イサンチョル麻酔科・ペイン
クリニック科医院
イデーア整形外科

イビョンサム慶熙韓医院
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ソウル特別市瑞草区ソチョデロ411

ソウル特別市江南区アックジョンロ429

ソウル特別市江南区ハクトンロ97ギル11
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ566

ソウル特別市永登浦区ヨンドゥンポロ36ギル13
ソウル特別市江南区テヘランロ87ギル17
ソウル特別市江南区テヘランロ125
ソウル特別市江南区トサンデロ108

ソウル特別市瑞草区ソチョデロ77ギル54
ソウル特別市江南区ヨンドンデロ626
ソウル特別市江南区トサンデロ142

ソウル特別市江南区カンナムデロ446
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ843
ソウル特別市江南区サムソンロ553

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ105ギル48
ソウル特別市松坡区ぺクチェコブンロ409
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ838
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ819

ソウル特別市江南区カンナムデロ492
ソウル特別市中区トェゲロ118

ソウル特別市江南区カンナムデロ596

ソウル特別市瑞草区カンナムデロ435
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ816

ソウル特別市江南区カンナムデロ476

ソウル特別市瑞草区カンナムデロ405
ソウル特別市江南区ポンウンサロ209
ソウル特別市中区ミョンドン7ギル21

ソウル特別市永登浦区ヨンジュンロ12
ソウル特別市江南区カンナムデロ470

ソウル特別市西大門区シンチョンロ99
ソウル特別市瑞草区カンナムデロ605

ソウル特別市中区ミョンドン8ナギル6
ソウル特別市江南区オンジュロ327

ソウル特別市江南区ソンルンロ132ギル33
ソウル特別市江南区サムソンロ773

ソウル特別市永登浦区デジタルロ413
ソウル特別市江南区トサンデロ176

ソウル特別市江西区コンハンデロ261

ソウル
医療機関名

付録

住所

連絡先

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ627

+82-1577-7502

+82-70-7707-6702

ウア美容外科医院

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ825

+82-2-3442-7575

ウェル美容外科医院

ソウル特別市江南区トサンデロ104

+82-2-544-1614

ウリドゥル病院ソウル金浦空港店

+82-2-501-6800

+82-2-515-0926

+82-2-3468-3000
+82-2-2678-0001
+82-2-556-9070
+82-2-515-4600
+82-2-547-0101

ヴィエヴィスナム病院

ウリウォンヘルスケア放射線科医院
エイブリー美容外科医院

エイペックス美容形成外科
エートップ美容整形外科
エスプラント歯科病院

エビータ胸部外科医院

オリーブ美容外科

+82-1522-9016

キムヒョンス内科医院

+82-2-547-0050

キャルムハン美容整形外科

+82-1522-2030

+82-2-557-7004

+82-2-544-8807
+82-2-541-5104
+82-1599-2275

キム眼科病院

キュリム韓医院

グッドライフ歯科病院

グッドライン美容外科医院
グランド整形外科

+82-2-3445-3475

クリーン外科医院

+82-2-3442-6669

グレースオーエンヤング美容外科医院

+82-2-512-1919

+82-2-544-0601
+82-2-773-1375

+82-2-540-2022

クリニックフーズフー医院
グローバル美容外科医院
グロービー美容整形外科

グローリーソウル眼科医院

+82-2-533-0836

ココナッツ歯科医院

+82-2-556-9234

ザ・ビダン美容外科

+82-2-517-0015

コディ美容外科

+82-1588-2338

サグァナム歯科

+82-2-777-0900

ザスター歯科医院

+82-2-3448-4524
+82-2-2636-6020

ザクラス&ミザイン美容外科医院
ザフェイス歯科医院

+82-2-6927-6022

サランプラス病院

+82-2-596-3456

ザ整形外科

+82-2-364-6020

ザ医院

+82-2-755-2105

ジェア歯科

+82-70-7492-5254

ジオ美容外科医院

+82-2-1899-3210

+82-2-3444-0559
+82-2-6956-8575
+82-2-1600-0602

+82-2-3662-2075

ジエム美容外科

シナジー美容外科医院
ジュエリー美容外科
ジュエンクリニック

シンサイン皮膚科医院
シンデレラ歯科

ソウル特別市中区チョンゲチョンロ100
ソウル特別市江西区ハヌルギル70

ソウル特別市江南区カンナムデロ562
ソウル特別市江南区テヘランロ139-1

ソウル特別市江南区カンナムデロ94ギル10
ソウル特別市江南区トサンデロ410

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ815

ソウル特別市江南区カンナムデロ376
ソウル特別市江南区オンジュロ874

ソウル特別市永登浦区ヨンシンロ136

ソウル特別市瑞草区カンナムデロ349
ソウル特別市中区トェゲロ134

ソウル特別市江南区カンナムデロ476

ソウル特別市江南区アックジョンロ28ギル25
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ841

ソウル特別市瑞草区サピョンデロ371
ソウル特別市江南区ソンルンロ842

ソウル特別市瑞草区カンナムデロ623
ソウル特別市江南区オンジュロ846

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ843

ソウル特別市瑞草区ソチョデロ74ギル3
ソウル特別市江南区テヘランロ107

ソウル特別市瑞草区カンナムデロ423

ソウル特別市江南区オンジュロ168ギル35
ソウル特別市瑞草区サイムダンロ175
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ803
ソウル特別市江南区トサンデロ108

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ840

ソウル特別市江東区ヤンジェデロ1580
ソウル特別市中区トンホロ249

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ868

ソウル特別市江南区カンナムデロ416

ソウル特別市江南区アックジョンロ158

ソウル特別市江南区アックジョンロ30ギル51
ソウル特別市江南区カンナムデロ476
ソウル特別市江南区トサンデロ120

ソウル特別市江南区ソンルンロ155ギル3
ソウル特別市江南区トサンデロ107

ソウル特別市瑞草区ソチョデロ77ギル3

+82-1600-5319

+82-2-518-0600

+82-2-750-0000

+82-2-2660-7000
+82-2-552-5002

+82-2-3453-7907
+82-2-555-0410
+82-2-512-0715

+82-2-549-1575
+82-2-516-3323
+82-2-511-1101
+82-1577-2639

+82-2-535-6688

+82-2-776-5575

+82-2-3446-2755
+82-2-543-1830
+82-1588-5153

+82-2-515-0310

+82-2-1588-7536
+82-2-555-8558
+82-2-514-1133

+82-2-515-3399

+82-2-569-3690
+82-1644-2899

+82-2-536-1005

+82-2-543-4364
+82-2-585-2879
+82-1599-3008

+82-2-3444-8886
+82-2-515-3114
+82-1661-9991

+82-2-2230-3395
+82-1644-5998

+82-2-1644-1974
+82-2-1899-0834
+82-2-546-9909
+82-1577-3153

+82-2-541-2733

+82-2-518-3458

+82-2-541-2555

+82-70-7163-2800
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医療機関リスト

ソウル
医療機関名

住所

連絡先

ソウル特別市江南区アックジョンロ28ギル25

+82-2-547-1705

シンデレラ美容外科医院

ソウル特別市瑞草区ソチョデロ77ギル3

スタントップ泌尿器科医院

ソウル特別市江南区ポンウンサロ107

スーンプラス整形外科
スマイル眼科医院

セブランス・ヘルスチェックアップ
セラン病院

センギ韓医院

ソウル・パルグンセサン眼科医院
ソウルリマ歯科

ソウル大学歯科病院

ソウル大学病院ヘルスケアシステム
江南センター
ソウル中央医療医院
ソリ医院君子店
ソリ医院江西店

チェヒョク韓医院
チャウム医院

チョイス皮膚科医院

ティーエス整形外科
テハン病院

テヨン美容外科医院

ドクターアン・ヘアートランスプラント
医院
ドクターオー・メゾンプリヴェ医院

トックス＆フィル医院

トップクラス整形外科

トップフェイス整形外科
ドリーム整形外科

ナム整形外科皮膚科

ノート整形外科

ノジョンフン整形外科

パークアベニュー歯科医院

ハーシー美容外科

バタン美容整形外科

ハヌルマウム韓医院
バノバギ整形外科

パルグンヌン眼科医院

パルグン聖母眼科医院

ハンシンメディピア医院
バンハダ美容整形外科

ビュー美容外科
フーズフー歯科

フェイスライン歯科医院
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ソウル特別市瑞草区カンナムデロ405
ソウル特別市中区トンイルロ10

ソウル特別市鐘路区トンイルロ256

ソウル特別市瑞草区ソチョデロ77ギル3
ソウル特別市江南区ソンルンロ823
ソウル特別市瑞草区ソチョデロ396
ソウル特別市鐘路区テハクロ101

ソウル特別市江南区テヘランロ152
ソウル特別市中区ソゴンロ70

ソウル特別市広津区チョンホデロ592
ソウル特別市江西区カンソロ307

ソウル特別市東大門区ヤンニョンドンギル52
ソウル特別市江南区トサンデロ442

ソウル特別市江南区カンナムデロ616
ソウル特別市江南区トサンデロ108

ソウル特別市瑞草区ナンブスンファンロ2151
ソウル特別市江南区アックジョンロ338
ソウル特別市江南区オンジュロ647

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ158ギル6
ソウル特別市瑞草区カンナムデロ415

ソウル特別市江南区カンナムデロ406

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ842
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ848

ソウル特別市瑞草区カンナムデロ399

ソウル特別市瑞草区カンナムデロ563

ソウル特別市江南区アックジョンロ156
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ562
ソウル特別市江南区サムソンロ730

ソウル特別市江南区カンナムデロ476
ソウル特別市瑞草区パンポデロ96

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ517

ソウル特別市瑞草区カンナムデロ465
ソウル特別市江南区テヘランロ110

ソウル特別市瑞草区チャムォンロ94

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ822

ソウル特別市江南区ポンウンサロ107

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ171ギル15
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ838

ソウル
医療機関名

付録

住所

連絡先

ソウル特別市江南区トサンデロ157

+82-1600-8343

+82-70-7163-2917

フェイスライン整形外科

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ838

+82-1522-7589

ブラウン整形外科

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ857

+82-2-553-0210

+82-2-2259-0202
+82-2-737-0181

+82-2-537-1075

フォーエバー美容外科医院
ブリリン医院

ヘドゥリン医院

ヘドゥリン韓医院

ベリーグッド整形外科

+82-2-3443-0880

ホウム産婦人科医院

+82-2-2072-0224

ホワイトドリーム歯科

+82-2-582-7799

+82-2-2112-5503

+82-2-6450-5500
+82-1600-7592

+82-1670-7592

+82-2-935-5775

+82-2-3015-5077
+82-2-546-5346
+82-2-512-7580

+82-2-6388-8114

+82-2-3446-7788

ホワイトスタイル歯科
マーブル美容整形外科
マイン整形外科
マリア病院

ミサラン美容外科医院
ミソユ美容外科医院

ミッドライン美容外科
ミニッシュ歯科病院
ミューズクリニック

ミョンオクホン韓医院
メイリン医院

メドレックス病院

+82-2-515-5858

モジェリムクリニック

+82-2-537-4842

ユーロ整形外科皮膚科

+82-2-515-9889

+82-2-567-3456
+82-2-514-0035

モデルロ皮膚科
ユノ美容外科

ユマステム美容外科

+82-2-518-2617

ヨンセスリムライン

+82-2-542-0030

ラフォーレ美容外科医院

+82-2-533-3313
+82-2-515-5300

+82-2-566-6628
+82-2-511-3911

ライト整形外科

ラブリーアン美容整形外科
ラプリン医院

ラボム美容外科

+82-2-517-5953

リエンジャン美容外科皮膚科医院

+82-2-522-6636

リズ産婦人科

+82-2-525-9850
+82-70-5209-3842
+82-2-2202-1515
+82-2-591-5414

リジェン美容外科医院
リボム韓医院

ルビー美容外科
ル歯科医院

+82-2-511-0715

レアート整形外科

+82-2-1588-7464

ワナビー整形外科

+82-2-539-1177

+82-2-547-0305

ローレル医院

延世サラン病院

ソウル特別市江南区テヘランロ87ギル46
ソウル特別市西大門区シンチョンロ107
ソウル特別市西大門区シンチョンロ107

ソウル特別市瑞草区ソチョデロ77ギル17

ソウル特別市瑞草区ソチョジュンアンロ110
ソウル特別市江南区カンナムデロ92ギル17
ソウル特別市瑞草区ソチョデロ77ギル17
ソウル特別市瑞草区カンナムデロ435
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ813

ソウル特別市東大門区チョンホデロ20
ソウル特別市江南区カンナムデロ526

ソウル特別市江南区カンナムデロ480
ソウル特別市江南区テヘランロ120

ソウル特別市江南区オンジュロ728

ソウル特別市江南区カンナムデロ452
ソウル特別市江南区サムソンロ726

ソウル特別市江南区アックジョンロ29ギル21
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ705

ソウル特別市江南区ノンヒョンロ842

ソウル特別市江南区アックジョンロ60ギル21
ソウル特別市江南区トサンデロ420

ソウル特別市瑞草区ソチョデロ77ギル54
ソウル特別市江南区サムソンロ772

ソウル特別市江南区ソンルンロ153ギル12
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ843
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ824
ソウル特別市江南区トサンデロ134

ソウル特別市江南区サムソンロ709

ソウル特別市江南区カンナムデロ600

ソウル特別市瑞草区ソチョデロ77ギル55
ソウル特別市瑞草区カンナムデロ605
ソウル特別市江南区トサンデロ127

ソウル特別市江南区ハクトンロ50ギル7
ソウル特別市江南区トサンデロ108

ソウル特別市江南区ポンウンサロ108

ソウル特別市江南区サムソンロ134ギル8
ソウル特別市江南区トサンデロ63ギル15
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ839
ソウル特別市瑞草区ヒョリョンロ10

+82-2-541-0082
+82-2-518-2400

+82-2-539-5959
+82-2-313-1627
+82-2-313-1626

+82-2-596-9006

+82-2-548-9400
+82-2-569-7528
+82-2-558-0037
+82-2-596-7500
+82-2-516-1175

+82-2-2250-3843
+82-2-3444-1160
+82-2-545-0220
+82-2-567-5518
+82-1899-2854

+82-1544-2994

+82-2-544-4646
+82-2-563-0000

+82-2-6011-6098

+82-70-4420-8954
+82-2-591-5800

+82-2-540-0770
+82-2-598-7500
+82-2-515-0977

+82-2-541-7767

+82-2-543-0300

+82-2-542-2770
+82-1688-3835
+82-1899-7812

+82-2-516-8862

+82-2-508-3625

+82-2-1577-8766
+82-2-540-8811

+82-2-546-1357

+82-2-543-0900

+82-2-557-7582
+82-2-549-2080

+82-2-543-0407
+82-2-541-8855
+82-1577-0050
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医療機関リスト

ソウル
医療機関名

住所

連絡先

ソウル特別市恩平区ヨンソロ177

+82-2-388-8114

延世大学歯科大学歯科病院

ソウル特別市西大門区ヨンセロ50-1

翰林大学漢江聖心病院

ソウル特別市永登浦区ポドゥナルロ55

恩平延世病院

韓国CDU整形外科
韓美人皮膚科

慶煕大学歯科病院

現代美学美容形成外科

江東慶熙大学歯科病院
江南ピエトロ病院

江南三星整形外科

順天郷大学付属ソウル病院
心美眼鼻の整形クリニック

新村ダイン歯科クリニック

仁済大学ソウル白病院

瑞草21世紀病院

清潭女神美容外科

聖愛病院

明知聖母病院

梨花女子大学医科大学付属ソウル病院

狎鴎亭オラクル皮膚科医院

狎鴎亭ソウル美容外科医院

京畿道
医療機関名

ソウル特別市江南区サムソンロ145ギル6
ソウル特別市瑞草区ソチョデロ77ギル55
ソウル特別市東大門区キョンヒデロ23
ソウル特別市江南区トサンデロ114

ソウル特別市江東区トンナムロ892

ソウル特別市江南区ナンブスンファンロ2633
ソウル特別市瑞草区カンナムデロ65ギル1
ソウル特別市龍山区テサグァンロ59

ソウル特別市瑞草区カンナムデロ375
ソウル特別市麻浦区シンチョンロ94
ソウル特別市中区マルンネロ9

ソウル特別市瑞草区ソチョジュンアンロ39
ソウル特別市江南区トサンデロ108

ソウル特別市永登浦区ヨイデバンロ53ギル22
ソウル特別市永登浦区トリムロ156

ソウル特別市江西区コンハンデロ260

ソウル特別市江南区アックジョンロ30ギル23
ソウル特別市江南区ノンヒョンロ840

カトリック大学サン・ヴィンセント病院
カトリック大学富川聖母病院
セジョン病院

ソウル第一病院

タサラン中央病院
チョン病院
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+82-2-958-9644

+82-2-546-4545
+82-2-440-7304
+82-1544-7522

+82-2-3477-4700
+82-2-709-9058

+82-0-4247-3407
+82-2-719-2275

+82-2-2270-0500

+82-2-3477-0880
+82-1800-2662

+82-2-840-7114

+82-2-829-7874

京畿道高陽市一山東区チュンアンロ1261ボンギル55
京畿道高陽市一山東区カンソクロ123
京畿道水原市八達区チュンブデロ93
京畿道富川市ソサロ327

京畿道富川市ホヒョンロ489ボンギル28
京畿道平沢市チサンロ70

京畿道義王市トゥンチッコル1ギル22
京畿道城南市寿井区スジョンロ76

連絡先

京畿道安山市檀園区ソンブグァンジャンロ103

+82-1-8040-1114

ハンサラン病院

京畿道安山市常緑区クァンドク1ロ345

ボバース記念病院

京畿道城南市盆唐区テワンパンギョロ155-7

ハンド病院

メディピウム医院

モデルライン医院

高麗大学医科大学付属安山病院

国際ナウン病院

国民健康保険公団一山病院
国立がんセンター

順天郷大学付属富川病院

仁済大学付属一山白病院
水原中央病院

盆唐済生病院

明知病院

京畿道城南市盆唐区プンダンネゴクロ159

京畿道城南市盆唐区チョンジャイルロ198ボンギル15
京畿道安山市檀園区チョックムロ123

京畿道安養市万安区アニャンロ223ボンギル5
京畿道高陽市一山東区イルサンロ100

京畿道高陽市一山東区イルサンロ323
京畿道富川市チョマルロ170

京畿道高陽市一山西区チュファロ170

京畿道水原市勧善区クォンソンロ654

京畿道城南市盆唐区ソヒョンロ180ボンギル20
京畿道高陽市徳陽区ファスロ14ボンギル55

+82-31-501-7777
+82-31-8039-2177
+82-31-724-1821

+82-31-712-5569
+82-31-412-5103

+82-31-380-8538
+82-31-900-6965
+82-31-920-1931

+82-32-621-5114

+82-31-910-7545

+82-31-229-9775
+82-31-779-5062
+82-31-810-5114

+82-2-544-2777
+82-2-547-5100

+82-31-389-3000

京畿道城南市寿井区ウィレソイルロ10

住所

+82-2-6986-3100

京畿道軍浦市クンポロ591

京畿道加平郡雪岳面ミサリロ267-177

オキムス皮膚科医院

+82-2-532-6485

連絡先

HJマグノリア国際病院

オキムスオ美容外科医院

+82-2-540-2415

住所

京畿道城南市盆唐区ヤタプロ59

イドンフン延世整形外科医院

+82-2-2639-5012

医療機関名

仁川

医療機関名

CHA医科大学盆唐CHA病院
Gセム病院

+82-2-2228-5800

京畿道

付録

仁川広域市南洞区イェスルロ126

カトリック関東大学国際聖母病院

+82-31-249-8016

+82-32-340-7797

+82-32-240-8308
+82-31-615-7500

+82-31-340-5014
+82-31-750-6059

+82-32-502-2279

オラクル皮膚科医院(九月店)

+82-31-589-4300

+82-31-902-9333

仁川広域市富平区プピョンデロ52

仁川広域市延寿区コンベンシアデロ165

Live歯科病院

+82-31-906-8222

連絡先

JKウィズミー医院

+82-31-780-5000

+82-31-626-0011

住所

カトリック大学仁川聖母病院
タミ美容外科医院
チアン医院
ナウン病院

ナザレ国際病院

ハンギル眼科病院
一美歯科医院
仁川世宗病院

仁川広域市西区シムゴクロ100ボンギル25
仁川広域市富平区トンスロ56

仁川広域市南洞区インハロ497-5

仁川広域市延寿区セントラルロ263
仁川広域市西区ウォンジョクロ23
仁川広域市延寿区モヌグムロ98

仁川広域市富平区プピョンデロ35

仁川広域市弥鄒忽区キョンインロ428

仁川広域市桂陽区ケヤンムンファロ20

+82-32-715-7991

+82-32-434-5311
+82-32-290-2652
+82-32-280-6443
+82-32-441-2325
+82-32-830-2700
+82-1661-0099

+82-32-899-9736
+82-32-717-5726

+82-32-441-3379
+82-32-240-8308
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医療機関リスト

江原道
医療機関名

住所

連絡先

翰林大学付属春川聖心病院

江原道春川市サクジュロ77

+82-33-240-5675

延世大学原州セブランスキリスト
教病院
江陵アサン病院

忠清道

江原道原州市イルサンロ20

江原道江陵市沙川面パンドンギル38

+82-33-741-0114

+82-33-610-3114

住所

連絡先

コウンモンメ医院

忠清北道清州市興徳区プンサンロ42

+82-43-235-6111

韓国病院(清州)
忠北大学病院

大田

医療機関名

忠清南道天安市西北区ポンジョンロ388
忠清北道清州市上党区タンジェロ106

忠清北道清州市西原区1スンファンロ776

大青病院

大田ソン病院
忠南大学病院

慶尚道
医療機関名

イエス歯科医院
セミョン病院

ベセスダ福音病院

安東病院
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医療機関名

V美容外科医院

オブリージュ美容外科医院

セガン病院

+82-42-488-8975

トギョン歯科病院

+82-42-484-2300

ハンミ病院

大田広域市西区テドクデロ203

大田広域市西区トゥンサンジュンロ50
大田広域市西区クァンジョドンロ158
大田広域市西区ケベクロ1322

大田広域市中区モクチュンロ29
大田広域市中区ムンファロ282

+82-42-528-0079
+82-42-600-6654
+82-42-589-6567
+82-42-220-8240
+82-42-280-8429

テドン病院(大邱)

ヌネ眼科病院

ヒョション病院
プルン病院

マック歯科医院

リーダース美容外科医院
リフト美容外科医院

韓国健康管理協会大邱広域市支部
啓明大学東山病院

慶北大学病院

漆谷慶北大学病院

住所

連絡先

女性メディパーク病院

慶尚北道慶山市キョンアンロ208

+82-53-819-8800

大邱スマート歯科医院

慶尚北道浦項市北区チュンフンロ330
慶尚南道梁山市シンギロ28

慶尚北道安東市アンシルロ11

+82-54-246-2828
+82-55-781-9709

+82-54-840-0529

+82-53-430-5022

大邱広域市中区タルグボルデロ2118

大田広域市西区テドクデロ182

+82-42-336-1000

大邱広域市中区ククチェボサンロ611

The Black整形外科医院
W病院

大邱カトリック大学病院
大邱ファティマ病院

大邱韓医大学付属大邱韓方病院
嶺南大学医療院

+82-54-748-9300

連絡先

大邱広域市中区トンソンロ2ギル95

KMI韓国医学研究所大邱センター

+82-55-360-2011

住所

BL美容外科医院

テギョン放射線科医院

+82-42-486-3073

+82-54-478-9777

慶尚北道慶州市トンデロ87

連絡先

大田広域市西区チョンサロ128

建陽大学病院

+82-43-269-7722

慶尚北道亀尾市インドン20ギル46

東国大学医科大学慶州病院

亀尾江東病院

住所

ピル韓方病院
ポダ眼科医院

+82-43-222-7000

連絡先

慶尚南道梁山市勿禁邑クモロ20

ク病院

大田広域市西区テドクデロ398

フェイス美容整形外科

+82-41-552-0056

住所

釜山大学梁山病院

クァク病院

HEO HYEOG韓国漢方診療所
オラクル皮膚科医院(大田)

医療機関名

大邱

医療機関名

イヨンジュン韓医院

慶尚道

付録

大邱広域市中区コンピョンロ10ギル18

大邱広域市達西区タルグボルデロ1632
大邱広域市中区トンソンロ1ギル77

大邱広域市中区ククチェボサンロ531

大邱広域市達西区カムサムブクギル141
大邱広域市達西区クマロ220

大邱広域市寿城区トンデグロ311
大邱広域市東区ファランロ169

大邱広域市中区ククチェボサンロ511
大邱広域市中区タルグボルデロ2179
大邱広域市達西区イゴクトンロ66
大邱広域市寿城区スソンロ194
大邱広域市中区テピョンロ102

大邱広域市寿城区タルグボルデロ2398
大邱広域市中区トンソンロ25

大邱広域市中区タルグボルデロ2127
大邱広域市東区チャンドゥンロ16

大邱広域市達西区タルグボルデロ1035
大邱広域市中区トンドクロ130
大邱広域市北区ホグクロ807

大邱広域市寿城区トンデグロ271

大邱広域市南区トゥリュゴンウォンロ17ギル33
大邱広域市南区ウォルベロ468
大邱広域市東区アヤンロ99

大邱広域市寿城区シンチョンドンロ136
大邱広域市南区ヒョンチュンロ170

+82-1800-6500

+82-53-426-4700
+82-53-421-2203

+82-53-550-5544
+82-53-431-0077

+82-53-252-2401
+82-53-560-9114

+82-53-620-6122

+82-53-742-0100
+82-53-663-1002
+82-53-961-1606

+82-53-715-3300
+82-53-284-0119

+82-53-766-7073
+82-53-471-2800

+82-53-745-2876

+82-53-423-3322
+82-53-421-1711

+82-53-757-0542
+82-53-258-4001
+82-53-200-6114

+82-53-200-2042

+82-53-740-7775
+82-53-650-4715
+82-53-653-9999

+82-53-940-7520
+82-53-770-2080

+82-53-620-3500
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医療機関リスト

釜山

医療機関名

住所

連絡先

釜山広域市釜山鎮区ソミョンロ51

+82-51-818-9300

ABC整形外科

釜山広域市釜山鎮区カヤデロ769

She's整形外科

釜山広域市中区クァンボクロ73

BSザ・ボディー美容外科
イェバ歯科矯正科歯科医院
イセム病院

イルム女性医院
オン総合病院

カンドン病院

キムビョンジュン・レダス胸部外科医院
グッドモーニング102眼科医院

コウンセサン・キムヤンジェ皮膚科医院
センタム・ソジュンハンヌン眼科医院

チョウンカンアン病院
チョウン文化病院

テドン病院(釜山)

ドクターアナンティ医院
ヌネビット眼科

ノブレス美容外科医院
ハヌル美容外科医院

パルグンセサン眼科(釜山)
パルグンヌン眼科医院

ミジュ歯科病院

ラインアップ歯科医院

リオ美容外科医院
リニューミ皮膚科

解毒清血ウンベク韓医院

海雲台富民病院

釜山ウリドゥル病院
釜山聖母病院
釜山大学病院

韓国健康管理協会釜山市支部
金元黙記念奉生病院

高神大学福音病院
三育釜山病院

仁済大学海雲台白病院

東亜大学病院

東義大学付属韓方病院
東義病院

東南圏原子力医学院
東莱ウリドゥル病院

富民病院(釜山)
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釜山広域市釜山鎮区チュンアンデロ736

釜山広域市釜山鎮区ファンニョンデロ12
釜山広域市釜山鎮区ソミョンロ25

釜山広域市釜山鎮区カヤデロ721
釜山広域市沙下区タデロ145

釜山広域市釜山鎮区ソミョンムンファロ10
釜山広域市釜山鎮区チュンアンデロ724
釜山広域市釜山鎮区チュンアンデロ686

釜山広域市海雲台区センタムナムデロ50
釜山広域市水営区スヨンロ493
釜山広域市東区ポミルロ119

釜山広域市東莱区チュンニョルデロ187

釜山広域市機張郡機張邑キジャンヘアンロ268-32
釜山広域市釜山鎮区カヤデロ772

釜山広域市釜山鎮区ソミョンロ68ボンギル1
釜山広域市釜山鎮区ソミョンロ62-1
釜山広域市釜山鎮区ソミョンロ74
釜山広域市釜山鎮区カヤデロ729

釜山広域市東莱区チュンニョルデロ114
釜山広域市釜山鎮区ソミョンロ40

釜山広域市釜山鎮区プジョンロ66ボンギル34
釜山広域市釜山鎮区カヤデロ769

釜山広域市釜山鎮区カヤデロ749-1

釜山広域市海雲台区ヘウンデロ584

釜山広域市東莱区チュンアンデロ1523

釜山広域市南区ヨンホロ232ボンギル25-14
釜山広域市西区クドクロ179

釜山広域市東莱区チュンニョルデロ145
釜山広域市東区チュンアンデロ401
釜山広域市西区カムチョンロ262
釜山広域市西区テティロ170

釜山広域市海雲台区ヘウンデロ875

釜山広域市西区テシンゴンウォンロ26
釜山広域市釜山鎮区ヤンジョンロ62
釜山広域市釜山鎮区ヤンジョンロ62

釜山広域市機張郡長安邑チャドンギル40
釜山広域市東莱区チュンニョルデロ286
釜山広域市北区マンドクデロ59

+82-51-817-0100

+82-51-710-0788

+82-51-809-2861
+82-51-631-2110

+82-51-803-2616

+82-51-607-0203
+82-51-209-1201

+82-51-634-8275
+82-51-989-0125

+82-51-805-1004

+82-51-920-7788
+82-51-610-9182

+82-51-630-0123

+82-51-550-9373

+82-51-604-7252
+82-51-810-5678

蔚山

医療機関名

蔚山チョンメク外科病院
蔚山大学病院

全羅道
医療機関名

付録

住所

連絡先

蔚山広域市東区パンオジンスンファンドロ877

+82-52-250-7222

蔚山広域市南区サムサンロ274

住所

連絡先

全羅北道益山市ムワンロ895

+82-63-859-0122

ルカ韓方病院

全羅北道全州市徳津区アンドクウォンロ218

東群山病院

全羅北道群山市チョチョンロ149

円光大学病院
和順全南大学病院

光州

医療機関名

全羅南道和順郡和順邑ソヤンロ322

+82-70-8672-7611

シンガ病院

光州広域市光山区モンニョンロ316

+82-51-555-5123

パランセ眼科医院

+82-1670-3993

+82-51-802-6363
+82-51-818-0025

+82-51-804-7553
+82-51-806-3588
+82-51-602-8189

+82-51-559-2261

+82-51-933-7063

+82-51-240-7472

+82-51-559-9345

チョンヨン韓方病院
全南大学病院

朝鮮大学歯科病院
朝鮮大学病院

済州道
医療機関名

+82-51-240-2306

済州大学病院

+82-51-850-8941

光州広域市東区ピルムンデロ303

光州広域市東区ピルムンデロ365

済州漢拏病院

中央病院

+82-62-606-1831
+82-62-610-8109

+82-62-371-1075

+82-62-236-5400
+82-62-220-6016
+82-62-220-3849

+82-62-220-3770

住所

連絡先

済州特別自治道済州市翰林邑クムヌンナムロ127

+82-64-798-9900

済州特別自治道済州市タプトンロ24

韓国病院

+82-51-850-8924

光州広域市東区チェボンロ42

延世ユーエル医院

+82-51-600-7735
+82-51-797-0566

光州広域市東区ペクソロ134-1

済州特別自治道西帰浦市1100ロ453-95

サンフラワー医院

+82-51-990-3700

光州広域市西区サンムジュンアンロ64

WE病院

+82-51-664-4777

+82-61-379-7892

光州広域市南区ソムンデロ704

+82-51-805-1100

+82-51-806-0090

+82-63-440-0300

連絡先

光州広域市西区ムジンデロ957

I眼科医院

+82-63-252-9111

住所

CL病院

+82-51-806-1101

+82-52-266-2975

済州特別自治道済州市ソグァンロ193
済州特別自治道済州市トリョンロ65

済州特別自治道済州市アラン13ギル15
済州特別自治道済州市ウォルランロ91

+82-64-730-1421

+82-64-726-9500

+82-64-750-0720

+82-64-740-5303
+82-64-717-1941

+82-64-786-7667

+82-51-720-5844
+82-51-559-5000
+82-51-602-8189
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最高の医療ツーリズムの渡航先

www.visitkorea.or.kr

韓国観光公社で運営する医療ツーリズムのサイトでは、入国手続きから病院、
エージェンシー、言語別医療ツーリズムコーディネーター、宿泊、観光まで
役立つ情報を提供しています。

