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⽇本⼈向けサービスが充実！

安心して通える
病院 ＆ クリニック
急に体調が悪くなった、ケガをしてしまった、というとき、信頼できる病
院や医師を探すのは大変ですよね。できれば普段の健康管理から頼りに
できる「かかりつけの病院」があれば、緊急時にも安心です。そこで、日
本語の通訳や日本人向けのサービスがある総合病院をピックアップして
みました。まずは健康診断を受けて、
体の状態をチェックしてみませんか？

開業して10年の間、患者さんそれぞれに
最適な医療をご提供するべく努⼒してき
ました。24時間体制で、健康に関する悩
みを解決します。緊急医療、各種検査も
可能です。お気軽にご相談ください。

バンサー

⽇本⼈のための診療所では、内科
⼀般、⼩児の診察、予防接種、⽣
活習慣病予防のための健康診断な
どを⽇本語で⾏っています。マレー
シア在住の皆様に健康で充実した
⽣活をお送りいただけるようお⼿
伝いしますので、お気軽に⽇本語
でご相談ください。

Pantai Hospital Kuala Lumpur
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各種最新機器のほか、リハビリセンターや眼科レーザー治
療、体外受精ユニットも備えているなど、日常の健康管理か
ら特殊な治療まで幅広いサービスが受けられる。

系列のグローバルドクターズインターナショナルメディカルク
リニック（一般内科のみ）が同じくモントキアラにあり、日本
人スタッフも常駐している。

Global Doctors Hospital

モントキアラに位置するグローバルドクターズは、経験豊かな国際レベルの医師や
看護師が一体となり、きめ細やかな医療を提供しています。最新の医療機器を駆使

海外での経験が豊富な専門医が約180名在籍している国内トップクラスの私立

するのはもちろん、内視鏡下手術など最先端の技術を用いた低侵襲治療（切開する

総合病院として知られているパンタイ病院。放射線治療やMRI、CT、人工透析

範囲を小さく抑えるなど体への負担を最小限にする医療）も行っています。20の専

などの最新機器を揃え、
外科、
内科など全科対応。
「がん」
「上肢の顕微手術」
「胸
（乳がん）
」
「脊椎と関節」
「心臓」の5つの専門センターがあるほか、日本人専
門の診療所を備えており、日本人の通訳スタッフと、日本で医師免許を取得し

モント
キアラ

総
合内

科専門

グローバルドクターズホスピタル内にあるデン
タルクリニックはインプラント・矯正の専門医、
日本語を話す歯科医がおります。

先生
医 ラオ

日本人
スタッフ
健康診断

門分野の医師がおり、初診から治療、リハビリまでワンストップの医療を受けられ
ます。不妊治療、睡眠時無呼吸症候群の治療のほか、ホームナーシング、患者様送

救急外来

迎サービス（有料）や24時間対応の救急医療サービスもあります。

た総合内科専門医のラオ先生が常勤しています。まずはラオ先生に日本語で相
談すれば、専門的な治療が必要な場合は専門医を紹介してくれます。表現しに
くい体調について日本語で相談できるので安心です。各種予防接種や日本の健

■グローバルドクターズホスピタル

8, Jalan Bukit Pantai, 59100 KL

18, Jalan Kiara 3,
Mont Kiara, 50480 KL

康診断に準じた人間ドックも実施しているので、かかりつけの病院としても利
用できます。入院設備も整っており、緊急で入院や手術が必要な際も安心。海

【代表】03-2296 0888
【日本人スタッフ対応】

外旅行保険に入っている方は保険証券を提示すればキャッシュレスサービスが

【救急車専用ライン】03-2296 0999

受けられます。
日本人
スタッフ

健康診断

救急外来

月〜金：9am-1pm、2pm-5pm、
土：9am-1pm
【休診日】日・祝日
【救急外来】24時間／年中無休

診療科目
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【専門医クリニック】月〜金：9am-9pm、

010-261 2312、03-2296 0608

歯科を含む全科

土 : 9am-6pm
http://globaldoctorshospital.com

phkl@pantai.com.my
www.pantai.com.my/

【代表】03-6203 0999 【救急車サービス】03-6201 7999
【日本人スタッフ対応】内線：333（斉藤・月〜金：9am-1pm）

診療科目

※各専門医により異なる

【休診日】日・祝日
【救急外来】24時間／年中無休

■グローバルドクターズ・インターナショナル
メディカルクリニック (一般内科のみ)
B3-05, Bayu Walk, Mont Kiara
Bayu, Jalan Kiara 2, 50480 KL

【代表】03-6203 3999
【日本人スタッフ対応】水野
月〜土：8am-11pm、日・祝日：9am-2pm
【日本人スタッフ対応時間】

月〜金：9am-1pm、日：9am-2pm
土曜休み

皮膚科、耳鼻咽喉科、精神科、眼科、産科・婦人科、臨床催眠療法、整形外科、一般外科、消化器・胃腸科、アレルギー科、
放射線科、歯科・インプラント・口腔外科、美容・アンチエイジング・ホルモンバランスセラピー、カウンセリング、睡眠検査、
旅行医学・家庭医学、麻酔科、カイロプラクティック・理学療法、スピーチセラピー
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⾼脂肪、⾼糖質な⾷べ物が多いマレーシアでは
⽣活習慣病になりやすいので、ご⾃⾝の⾝体の
状態をよく知り、⾃⼰管理することが重要です。
また、デング熱、熱中症、下痢など、当地なら
ではの病気も多いので、予防接種や定期的な健
康診断、早めの受診を⼼がけましょう。⼈間ドッ
グは、⽇系企業向けばかりでなく、⼼臓検査や
脳検査も含め、各個⼈に合わせたオーダーメイ
ドのドックを提供できますので、気軽に相談して
ください。

江頭

（え
がしら）省吾先生

Gleneagles Hospital Kuala Lumpur

アンパン

グレンイーグルス病院はKL市内の中心部に位置する、330床の私立総合病
入院食は国際色豊かな選択メニュー。医療設備も充実。ガンマナイフの導
入は私立病院では国内初。設備だけでなく、それらを使う専門医たちの向
上心も高く、手厚い医療サービスを提供しています。

院。各国大使館やマレーシア王室にも選ばれる整った設備と、歯科から整
形外科・小児科はもとより、最先端の不妊治療までをもカバーする幅広い

日本人
スタッフ

診療科目があります。国内外で経験を積んだ160名の専門医（スペシャリ
グレンイーグルスのA&E（救急外来）は11名の
ドクターはもちろん、50名のスタッフの半数以
上がACLS（⼆次救命）MTLS (外傷救命 )の認
定証を持つ救急診療の精鋭部隊です。国内最⾼
レベルの設備を搭載した救急⾞、診療の優先順
位を⾒極めるトリアージ・システムも機能して
います。救急だけでなく、⼀般外来診療や予防
接種の患者さんにも対応していますよ。

スト）が、全42科に渡る専門分野できめ細かい診察＆治療を提供していま

健康診断

す。各種海外旅行保険のキャッシュレス・サービス、日本語による診察予
約の手配、診察時の日本語通訳など、日本人への無料サポートも充実。受

救急外来

診相談などは気軽に日本語ホットラインで相談できます。病院見学も可能。

【日本語初診案内】

月〜金：9am-5pm

土：9am-1pm

【休診日】日・祝日

日本人スタッフ

※各クリニックより異なる（基本的に予約制）
【救急外来】24時間／年中無休

286, Jalan Ampang, 50450 KL

検査機器はＸ線撮影、超音波検査、運動負荷心電図、胃・大腸カメラ、
CT、MRI、骨密度、血管造影などの検査機器がそろい、各種検査に対
応できます。

HSC Japan Clinic

http://gleneagleskl.com.my/JA/

緊

急＆
一 般外

【日本語初診案内】03-4141 3089

診療科目

歯科を含む全科

菅原彩子さん
03-4141 3179

先生
来 ラジャ

アンパン

慣れない外国で病気になると心細いもの。マレーシアで唯一の日本人医師・
江頭先生が在籍し、さらに看護師と受付事務も日本人のHSCなら、予約から
診察まで日本語でのサービスが受けられます。日本人医師から病状や治療に
ついての説明をしてもらえると、やはり安心感が違います。診療科は、内科

LOGO

Menara HSC, 5-1, 187 Jalan Ampang,
50450 KL
03-2712 0867（日本語可）

一般診療と心臓疾患の診療、人間ドックと健康診断。特に、健康診断は日系
企業で必要とされる検査項目を網羅しており、必要に応じてCTやMRIを使っ
た特殊な検査も追加できます。結果説明は検査実施日に聞けるので、忙しい
ビジネスパーソンの時間をむだにしません。江頭先生は人間ドックと循環器
系（心臓病）を専門としており、狭心症・心筋梗塞の治療も受けられるほか、
セカンドオピニオンや専門外の医療相談なども可能。LRTアンパンパーク駅
から徒歩5分とKLCCにも近い便利な立地で、各社旅行傷害保険に対応し、日

日本人スタッフ
月〜金：8:30am-5:30pm
※1pm前後の1時間は昼休みです。
土：8:30am-1pm
【休診日】日・祝日
jc@hsc.com.my
www.hsc.com.my/japanese-clinic

看護師

鈴木久美子さん

本の健康保険に提出する書類の作成にも対応してもらえます。

診療科目
日本人
スタッフ

健康診断

救急外来

内科一般診療、心臓疾患診療、人間ドック、健康診断
※セカンドオピニオンや専門外の医療相談も可能。

受付事務

山下聖徳（ひでや）さん
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Loh Guan Lye Specialists Centre

Subang Jaya Medical Centre

ペナン

1985年創立で、150人以上の各分野の医師と最新検査機器を

1975年に創立して以来、確かな実績を築き、多くの患者さんか
らの信頼を得ている定評のある病院です。2009年より半島北部
内で初めてPET-CTスキャナーを導入しているほか、最先端の放

スバン
ジャヤ

日本語が話せる
スタッフ

射線治療による癌治療も受けられます。また小児のためのワンス

2009年に10階建ての病棟を新築。新病
棟には273床とデイケア用21床がありま
す。当病院が誇るリハビリテーションセ
ンターには理学療法士、作業療法士、聴
覚言語セラピスト、聴能学士、言語病理
学士が常駐しています。

健康診断

トップセンターも設置されています。常に時代の先端をいく技術
や効率的な治療法が導入されているので、様々な病気にかかって

24時間利用できる救 急外
来 もあり、 緊 急 時 にも 頼
りになります。マレーシア
初のヘルスケア複合施設、
Medi Plex（写真左）がノー
スタワーに別館として2015
年に開院予定です。

備える国内屈指の医療センターです。長年の実績があるだけで

日本人
スタッフ

なく、2013年にJCI（国際的医療機能評価機関）による認証を
取得しており、設備も技術も確かで安心して通院できます。日

健康診断

本語通訳スタッフが常駐しており、日本語で診察を受けること
も可能。また、日本人向けの健康診断パッケージもあります。

救急外来

救急外来

海外旅行保険に加入している方は、キャッシュレスサービスが

も、安心して通えます。

受けられます。
【内科と外科】

238, Macalister Road, 10400 Penang
【産婦人科、小児内科、緊急】

19 & 21, Logan Road, 10400 Penang
04-238 8196

月〜金：9am-5pm、
土：9am-1pm【休診日】日曜
【救急外来】24時間対応
【面会時間】12noon-2pm、
5pm-8:30pm

1, Jalan SS 12/1A, 47500
Subang Jaya
【代表】03-5639 1212
【日本語対応】03-5639 1408

【24時間救急ホットライン】04-226 6911

www.lohguanlye.com

診療科目

一般内科、産婦人科（不妊治療など）、神経科、心臓病治療、耳鼻咽喉科、眼
科、泌尿器科、小児科、整形外科、脳神経外科、乳腺外科、内分泌外科、歯科、
放射線診断、予防医学（健康診断、栄養指導、企業検診など）など

日本語が話せる
スタッフ

www.ramsaysimedarby.asia

シミーさん

診療科目

017-474 7915 / 017-472 3826
※携帯電話は24時間対応可能

Penang Adventist Hospital

ペナン

Ara Damansara Medical Centre (ADMC)

歯科を除く全科（口腔外科あり）

アラ
ダマンサラ

アラダマンサラ・メディカルセンターは、スバン空港から車

世界中に600の病院、診療所、薬局をもつ、アドベンティストヘ
ルスネットワーク傘下の総合病院です。創立以来、医療の質の向

日本語が話せる
スタッフ

上を図り、最新医療機器と、最先端の医療サービスが受けられま
す。救急診療では救急室専門医師のほか、各科専門の医師も24

健康診断

で5分のアクセスしやすい場所に位置する、脳、心臓、脊椎と
関節を専門とする3次病院（重篤な患者に対応できる病院）と
して戦略的に設立されました。最先端の設備はもとより、最

日本語が話せる
スタッフ
健康診断

新の知識と技術をもつ専門医が在籍しており、最先端の治療

時間オンコール体制で待機しているので安心。また救急診療室は
検査室、
レントゲン室に近いので、
素早い診断ができるようになっ

救急外来

を受けられます。220床を備え、デイケアセンター、外国人

月〜金：9am-5pm
土：9am-12:30pm
【休診日】日・祝日
【救急外来】24時間／年中無休

日本語が話せるスタッフ

村上愛さん
019-333 2362
ソフィアさん
019-216 6270

3T-MRIスキャナ ー、 心 臓
手 術に適した最 新の除去
システム、血管造影システ
ム、電気生理システム、CT
スキャン（被ばく低減技術
搭載）
、神経系や脊椎、関
節置換手術のためのデジタ
ルオペレーティングシアター
（イメージガイドシステム搭
載）などによる、最先端の
診断および治療技術が受け
られます。

救急外来

専門センター、健康診断センターといった施設も充実。屋上

ています。日本語が話せるスタッフも常駐しています。

にある庭園は憩いの場所にぴったりです。
病院内には病院自家製の
ベーカリーがあります。体
にいい素材を使った焼き立
てパンのほか、ベジタリア
ンフードなどヘルシーフー
ドなども提供。営業時間は
8am-8pm（日〜木）
、8am5pm（金）
、土曜定休。

月〜木：8am-5pm 金＆日：8am-1pm
【休診日】土曜 【救急外来】24時間対応
【面会時間】12noon-2pm、5pm-8:30pm

465, Jalan Burma,
10350 Penang

04-222 7200
1-300-88-4325

日本語が話せる
スタッフ

Lot 2, Jalan Lapangan Terbang
Subang, Seksyen U2, 40150
Shah Alam

ジーニーさん
012-492 1133

www.pah.com.my
pahpg

03-5639 1212/1408
www.ramsaysimedarby.asia

診療科目

一般内科、産婦人科、神経科、心臓病治療、耳鼻咽喉科、眼科、
泌尿器科、小児科、整形外科、脳神経外科、乳腺外科、内分
泌外科、歯科、皮膚科、放射線診断、予防医学（健康診断、栄
養指導、企業検診など）など

ティエンさん
012-383 5701

月〜金：9am-5pm
土：9am-12:30pm
【休診日】日曜
【救急外来】24時間／年中無休

診療科目

脳専門センター、脊椎・関節専門センター、
心臓専門センター

日本語が話せるスタッフ

ソフィアさん
019-216 6270 ※要予約

ParkCity Medical Centre (PMC)

ǒǺǯǾןǻǺȚȎǩ⾱

デサ
パーク
シティー

自然豊かなデサパークシティとメンジャララの間に位置する、
緑に囲まれた病棟には、リ
ハビリテーション、人工透
析などの施設が備えられ、
プライベートが保てる個室
も完備。患者さんそれぞれ
にあった医療サービスが受
けられます。

スバンジャヤ・メディカルセンターは、がんと放射線治療の専門センターです。
外科手術、化学療法、放射線治療、放射線手術など幅広い治療のほか、
各種検査や診察、
また、
さまざまなサポートサービスもご提供しております。
がん治療のワンストップセンターとして、最高レベルの医療をご提供します。

300床を備える婦人科、小児科、高齢者医療を専門とする病院。
モントキアラから程近く、アクセスしやすい好立地にありなが

日本語が話せる
スタッフ

ら、環境に配慮したコンセプトに基づいてつくられた病棟では、

健康診断

都会の喧騒から離れてゆったりと治療を受けられます。こども
や女性、高齢の方にやさしい病院を目指しており、家族のかか

救急外来

りつけ病院としても利用できます。24時間対応の救急外来も

がん、血液疾患、消化器・肝臓・泌尿器疾患の専門病院です

お問い合せ

あります。

／

2, Jalan Intisari Perdana,
Desa Park City, 52200 KL
【代表】03-5639 1212
【日本語専用ライン】03-6279 3008

日本語通訳

月〜金：9am-5pm
土：9am-12:30pm
【休診日】日曜
【救急外来】24時間／年中無休

ソフィア
www.ramsaysimedarby.asia

019-216 6270
診療科目
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高齢者、こども、女性のための特別医療

日本語が話せる
スタッフ

セリンさん
012-252 2860
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