
ひばりクリニック
～マレーシアに住む日本人の、健やかな暮らしを応援する「ホームクリニック」～

乳幼児健診

マレーシアで日本のような乳幼児
健診を行っているところは少ないで
す。ひばりクリニックは日本と同じ
生後3～ 4ヵ月、1歳半、3歳のタイ
ミングで日本の厚生労働省のガイ
ドラインに基づいた健診を実施し
ています。

17-8, 17th fl oor, Offi  ce suite, 
1Mont Kiara, Mont Kiara, 50480 KL

【モントキアラ本院】

9am-6pm
※土日祝は午後1時から1時間休診
年中無休

03-6211 5919（日本語対応）
繋がりにくい場合は 017-332 1576

総合診療科

大人に比べて体力や免疫力が高くないこどもはとかく体調を
崩しがち。特に外国で暮らしていると保護者の方はこどもの
ふとした発熱や腹痛にも万が一のことでもないか
と心配するのではないでしょうか。実際、幼
稚園や保育園内での接触感染や飛まつ
感染は少なくありません。ちょっとした
けがでも傷口から細菌などに感染して
しまうリスクも日本より高いです。こど
もは症状が急激に変化することも多い
ので、気になったらすぐに連絡を。

小児疾患

皮膚疾患

慣れない土地に来て皮膚に異常
がでる人は意外と多いはず。気
候や食生活、生活習慣の変化に
よる一時的な場合もありますが、
長引かせてやっかいなトラブルになっ
てしまうケースも。洗剤やシャンプーなど普
段生活で触れるものの成分も日本と若干違う

ので肌に合わないこともあるでしょう。
小さな吹き出物やあせも、湿疹、じん
ましん、虫さされのあとなども油断
せず、放っておかずに専門医によ
る診療をお勧めします。

慢性疾患

糖尿病や高血圧、高脂血
症などに代表される「慢性疾患」
は、がんや心疾患などと合わせると世界の
死因の過半を占めるともいわれます。定期
的な診療が不可欠ですが、日本と同じよう
な薬がマレーシアでは手に入らないこともあ
ります。医師や薬剤師とコミュニケーション
を取りながら最適な方法で治療を続けてい
くことが大切です。

血液検査

ひばりクリニックの血液検査
は注射針を使用しません。微量採血器具を
使って指先から1滴血液を採取するだけで痛
みはほとんどなく、検査結果も3～ 5分ほど
で分かるので待ち時間も短く好評です。

薬

日本の薬はマレーシアで
は認可されていませんが、
日本人薬剤師が効果や成
分が同じような薬を紹介
します。ひばりクリニック
では処方する全ての薬に
日本と同様に成分や用法、
用量を明記した「薬の説
明書」を添付しています。

メンタルケア

マレーシアには日本人が
利用しやすいメンタルク
リニックはほとんどあり
ません。ストレスや
悩みを抱えて体の変調を感
じたら迷わず相談してくだ
さい。インターネットを介
した遠隔ケアサービスを
受けることも可能です。

チャン先生

リー先生

泌尿器疾患

尿の量や尿意をもよおす回数が多
い、自分の意思によらず排せつしてしまう、残尿感
があるといった排尿障害、また男性の場合、排尿障
害の原因ともなる前立腺肥大は比較的高齢の方に
多くでてくる症状です。若年では細菌やウイルスに
よる感染症の可能性もありますので、心当たりあれ
ば性別や年齢にかかわらずチェックを。

婦人科疾患

女性特有のデリケートな悩みも、女性医
師とスタッフが丁寧に対応してくれます。
受付、通訳も全員女性なので、安心して来院できます。生理
時の相談や子宮がん健診も日本と同じように受けられます。ひ
ばりクリニックの性差を尊重した「レディース外来」では婦人科
のほかに泌尿器科、肛門科、皮膚科などの診察も行っています。
電話で問い合わせると日本語で女性スタッフが希望の診療科と受

診日時を確認、予約の流れとなります。
ダイアナ先生

【ジョージタウン分院】

No.6, G fl oor, Lorong Maktab, 
Georgetown

9am-6pm　
※午後1時から1時間休診　
木曜休診

04-229 9111　

提携

ひばりクリニックではマレー
シアはもちろん、北海道から
九州まで40以上の日本の医
療機関と提携しています。
必要に応じて大型総合
病院や専門性の高い医
療機関を紹介、受診ま
での流れをサポートし
ています。

ワクチン予防接種

乳幼児から成人向けまで30種類
以上のワクチンを用意していま

す。ワクチンは国によって
接種回数や名称、種
類が異なります。不明な
点があれば質問してくだ
さい。家族、企業、学
校単位での集団接種も
可能です。

アンナ先生

アイン先生
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日本人＆日本語対応スタッフ20人在籍。ひばりクリニックはほとんどが
女性でアットホームな雰囲気です。

処方箋の説明などはすべて
日本語で案内します。

「ひばりクリニック」は、クアラルンプール・モントキアラ本
院とペナン・ジョージタウン分院の2院があります。どちらも街
の中心部からアクセスしやすい立地で、土日、祝日も診療あり。
体調が悪いときやけがをしたときに、すぐに駆けつけられる頼
りにしたいクリニックです!!　赤ちゃんから高齢者まで、風邪や
腹痛といった一般的な体調不良から感染症、慢性疾患などにも
幅広く対応する「総合診療科」で、予約から診察、薬の説明まで
全て日本語で対応してくれます。旅行傷害保険会社の保険適応
やキャッシュレスサービスも受けられます。また、北海道から
九州まで40以上の日本医療機関と提携していて、必要に応じて
大型総合病院や専門性の高い医療機関を紹介してもらうことも
できます。
このほどジョージタウン分院では、「健康診断」も開始しました。

日々の体調維持や病気予防に気を配る人たちに向けて、日本の労
働安全衛生法に基づいた法定健康診断項目をチェック、結果を日
本語のレポートにしてくれます。レポートでは身体測定や血液検
査、尿検査などの数値を年齢や性別ごとに判定した「ABCD評価」、
栄養士による食生活を中心とする「生活習慣・栄養アドバイス」
などを伝えてくれます。診断や報告結果に不安がある際は、日本
にある提携先の専門医チームのセカンドオピニオンを求めること
もできます。さらにオプションで血液腫瘍マーカーや、HIV血液
検査、C型肝炎ウイルス検査といった多岐にわたる検査を受ける
こともできます。健康診断（基本コース）の料金はレポート込み
で500リンギ。予約はジョージタウン分院にて、電話とメールで
受け付けています。健康診断を受けたい人の名前と連絡先、希望
日時と検査内容を伝えると、担当者が連絡してくれます。マレー
シアで快適に暮らすためにも、ぜひ利用されてみてはいかがで
しょうか。　

ので肌
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ま
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Hibari Clinic

日ごろから運動をして、食事に気をつけていても、病気やけがは突然
やってくるものです。コミュニケーションに不安がある海外だからこ
そ、いざという時に頼れる病院や医師を知っていると安心できます。
そこで今回は、日本語の通訳や日本人向けのサービスがある病院やク
リニックをご紹介します。健康診断やセルフチェックにもお役立てく
ださい。



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

月～金： 9am-6pm
土：9am-1pm
【休診日】日祝
【救急外来】24時間／年中無休

Ara Damansara
Medical Centre

www.ramsaysimedarby.com

「KL日本人学校」から車で数分の距離にある、220床を備え
た医療センター。脳、心臓、脊椎および関節を専門としていて、
重篤な患者に対応できる3次医療機関に認定されています。最
新の専門知識をもった質の高い医師たちと包括的なケアを提
供する体制を整えており、地域医療の中心的な存在となって
います。
施設ベッド数220床に対してスタッフ数280人、70人の専

門医がかかわっており、年間来院患者数は6万6,000人に上り
ます。デイケアセンター、外国人専門センター、健康診断セン
ターといった施設も充実、屋上にはきれいな庭園があり来院者
の憩いの場となっています。

Ara Damansara Medical Centre (ADMC)

1985年に創立されたマレーシア屈指の総合病院。最先端の
技術とシステムを備えており、心臓手術、小児肝移植、がん治療、
放射線治療の現場をリードしています。2013年にはJCI（ジョ
イント・コミッション・インターナショナル、米国の第三者機
関で医療の質と安全を評価する）による認証を取得しています。
施設内には血液疾患や消化器および肝臓病を治療するセン

ターがあります。ベッド数は393床。日本語通訳スタッフが常
駐しているので、日本語で診察を受けることが可能。日本人向
けの健康診断パッケージもあります。海外旅行保険に加入して
いる人は、キャッシュレスサービスが受けられます。

「Your family Friendly hospital」――。パークシティ・メディカルセンター
は掲げられた言葉の通り、「親身に、思いやりをもったサービス」をモットー
とするクリニック。モントキアラからほど近く、自然豊かなデサ・パークシ
ティーとメンジャララの中間に位置する病棟は環境に配慮した設備が自慢。
ベッド数は現在127床、プライバシーを保てる個室も充実しています。あら
ゆる年代の患者を受け入れてくれ、都会の騒がしさから離れてゆったりと治
療が受けられるのがありがたいです。
診療で特に力を入れているのは、婦人病と心疾患。高齢者に向けてはリ

ハビリテーションや人工透析などの設備が整えられています。また、幼児
期から思春期にかけてのこどもの発達障がい包括的ケアを行っているのも
特徴で、敷地内には特別な児童育成センターが設けられています。そのほ
か診療科目は主なものだけで皮膚科、内分泌科目、耳鼻咽喉科など33科に
上ります。日本語で外来ケアが受けられるので、家族のかかりつけ病院と
して利用できます。大規模クリニックならではの24時間緊急サービスがあ
るのも安心ですね。

Subang Jaya Medical Centre (SJMC)

女性のための特別医療、心疾患、こどもの包括ケア、
皮膚科、内分泌科、耳鼻咽喉科、消化器科、一般手術、
顕微手術、血液科、中間治療薬、腎臓科、新生児科、
神経科、神経外科手術、産婦人科、眼科、腫瘍科、小児科、
小児整形外科、小児手術など

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

www.ramsaysimedarby.asia

2, Jalan Intisari Perdana, 
Desa Park City, 52200 KL

【代表】03-5639 1212
【日本語専用】03-6279 3008

日本語が話せる
スタッフ

1, Jalan SS 12/1A, 
47500 Subang Jaya

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

【代表】03-5639 1212 
【日本語対応】03-5639 1408

全科（口腔外科あり）

ソフィア さん
019-216 6270

エリカ さん
019-333 2362

www.ramsaysimedarby.com

脳センター、
脊椎・関節センター、
心臓センター

オガワさん
011-1431 9931

日本語が話せる
スタッフ

03-5639 1212

日本語が話せる
スタッフ

セリンさん
012-252 2860

ParkCity Medical Centre (PMC)

最高品質の設備とともに医師たちが情熱を
もって働くことをPMCでは「人の世話をする
人」と言い表しています。健康診断やライフ
サポートも積極的に行っています。

発達障がいのこどものケア
に熱心なのもPMCが評価さ
れる理由の一つ。安定した
環境の中で専門医がみてく
れるのは保護者にとっても
心強いことでしょう。

がん治療における新しい
治療法、腫瘍に直接放射
線を照射する「術中放射
線療法」（IORT）が受け
られます。

包括的ケアと思いやりをもって接するスタッフ
SJMCとADMCの両センターで
は、クアラルンプール日本人会
の会員専用に、健康診断（ヘル
ス・スクリーニング）パッケージ
2割引、滞在費用3割引となるプ
ランが用意されています。

日本人会会員専用プラン
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