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※「＊」印の医療機関は、北京市の発熱外来に指定されています。
総合病院 眼科系

* 1．中日友好医院（国際医療部） 27．北京愛尓英智眼科医院

* 2．協和医院 * 28．首都医科大学付属北京同仁医院

* 3．北京医院

４．Raffles Medical　ラッフルズメディカル北京 歯科系
5．龍頭クリニック（北京天衛診所）

6．北京国際医療センター（北京国際医療中心） 29．瑞尓歯科（ARRAIL DENTAL）

* 7．北京ユナイテッドファミリー病院（北京和睦家医院） 30．北京大学口腔医院

8．VISTAメディカルセンター（維世達診所） 31．北京漢和歯科

9．香港クリニック（北京港澳国際医務診所） 32．ウィルマー歯科（威尓默口腔）

10．徳恒クリニック（徳恒門診） 33．IDC Dental （海龍達口腔診所)

11．北京フラワー医療センター（北京富来康門診部）

12．北京普華国際クリニック（北京天壇普華医院） 精神科系
13．北京オアシス国際病院（北京明徳医院）

14．パッション国際医療センター（北京帕森国際医療中心） 34．北京大学第六医院　北京大学精神衛生研究所

15．北京五洲婦児医院

16．北京東文中医診所 整形・整骨院系
17．北京漢琨医院

18．北京サンファイン国際総合病院 (北京善方医院) * 35．積水潭医院

19．天壇病院（首都医科大学附属北京天壇医院）

20．同仁病院　(首都医科大学附属北京同仁医院) 心臓循環器科系
21．地壇病院　(首都医科大学附属地壇医院)

36．阜外病院　(阜外医院)

小児科、産科、婦人科系 37．安貞病院（首都医科大学附属安貞医院）

22．首都児科研究所附属児童医院 中医系
* 23．首都医科大学附属北京児童医院

24．北京新世紀児童医院 38．北京御源堂中医診所（北京御源堂クリニック）

25．北京新世紀婦児病院 39．東文中医クリニック（行知堂北京東文中医診所）

26．アムケアー病院（美中宜和医療）

救急車（有料）
120または999（中国語のみ）

北京市の医療機関リスト



1．中日友好医院（国際医療部）

（1）専門科目
一般内科、外科、産婦人科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、整形外科、泌尿外科、歯科、中医内科、
針灸科、 マッサージ科など

（2）住所 朝陽区櫻花園東街（中日友好病院南2号門）

（3）電話番号
診察の問い合わせ：010-8420-5121/6422-2952（中国語、英語、日本語対応可）
診察予約電話：010-6428-2297/8420-5071（中国語、英語）
救急：010-8420-6498（中国語）

（4）受付時間
月～金（8:00～11:30、13:00～16:30）
※土曜日は一般内科、産婦人科、小児科が診察可能。それ以外の科については要問い合わせ。
急診は24時間対応可、歯科は事前予約制。

（5）入院施設
有。保証金1万元（キャッシュレス保険に加入している場合は不要）
銀聯マークのあるカード使用可。

（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ https://www.zryhyy.com.cn/Html/News/Columns/1806/Index.html

2．協和医院

（1）専門科目
総合病院の一般診療科目，健康診断（新生児を含む），国際医療部（東単院区にあり、予防接種、
入院検診、健康管理、ビジネス保険の直接決算）

（2）住所
（東単院区）東城区王府井帥府園1号
（西単院区）西城区大木倉胡同41号

（3）電話番号 010-6915-6699、6915-4588（中国語・英語）

（4）受付時間

月～金（8:00～12:00、13:30～17:00）
夜の外来は月～木（17:00～19:00）
東単院区は土曜日午前のみ、西単院区は日曜日午前のみ。
急診は東単院区のみ（２４時間）。

（5）入院施設 有。保証金は病状により窓口にて相談
（6）カード支払い 可（各種のビジネス保険を受付可能）
（7）予防接種 可
（8）ホームページ http://www.pumch.cn/（中国語・英語）

3．北京医院

（1）専門科目
総合病院の一般診療科目
※小児科無し。急診対応可。

（2）住所 東城区東単大華路一号

（3）電話番号
代表：010-8513-2266
医療ホットライン：010-6528-2171（8:00～17:00）

（4）受付時間
月～金（7:00～16:30） 土（7:30～11:00）
特殊医療部（外来病棟5階）

（5）入院施設 有
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ http://www.bjhmoh.cn/（中国語・英語）

４．Raffles Medical ラッフルズメディカル北京

（1）専門科目
総合診療科、小児科、産婦人科、旅行医学、予防医療、内科、歯科、心療内科、眼科、整形外科
（専門医訪問）、耳鼻科、理学療法（フィジオセラピー）、整骨療法、スポーツ医学、予防接種

（2）住所 朝陽区新源里16号琨莎中心一座105室

（3）電話番号
010-6462-9054（日本語受付）月～日（9:00～17:00）
010-6462-9112（英語、中国語受付）（8:00～20:00　年中無休）
※予約制

（4）受付時間
日本語受付：010-6462-9054（予約制）月～日（9:00～17:00）
英語、中国語受付：010-6462-9112（24時間、年中無休）
救急室（24時間、予約を推奨。予約なしでも対応可）

（5）入院施設
有（但し短期間の観察入院のみ）
保証金は不要

（6）カード支払い 可
（7）予防接種 可
（8）ホームページ www.rafflesmedical.com/international

総合病院



5．龍頭クリニック（北京天衛診所）

（1）専門科目

医科：内科、小児科、婦人科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、心療内科ドック健診（日本語
可）、歯科
歯科：一般歯科、小児歯科、矯正歯科、審美歯科、歯科健診、インプラント治療
中医科：物療科（整体・マッサージ）

（2）住所 朝陽区南新園西路8号　龍頭公寓南棟1階
（3）電話番号 010-8731-2822（常時日本語による電話受付）

（4）受付時間
8:30～17:00（法定休日は休診）
歯科・婦人科・耳鼻咽喉科・心療内科は予約制

（5）入院施設 有（点滴、経過観察による入院のみ）
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ http://www.longtouclinic.com/（日本語）

6．北京国際医療センター（北京国際医療中心）
（1）専門科目 全科、内科、外科、産婦人科、婦人保健科、小児科、中医科、皮膚科、中外医療育成
（2）住所 朝陽区亮馬橋路50号燕莎中心弁公楼S-106/S-111
（3）電話番号 6465-1561/2/3
（4）受付時間 月～金（8:30～18:00）、土・日（8:30～17:00）
（5）入院施設 無。（入院が必要な場合は、他病院を紹介する由）
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ http://www.imcclinics.com/（中国語/英語/日本語）

7．北京ユナイテッドファミリー病院（北京和睦家医院）

（1）専門科目

家庭全科（総合診療科）、小児科、産婦人科、外科、整形外科、神経内科・神経外科、眼科、耳鼻
咽喉科、皮膚科、消化器科（胃カメラ＆大腸カメラ等）、呼吸器科・循環器科、泌尿器科、内分泌
科、放射線科（CT・MRI等）、中医、カウンセリング、歯科・矯正、 24時間緊急センター、リハ
ビリセンター、理学療法、癌センター、ホームヘルス、血液バンク、病理検査ラボ、カテーテルラ
ボ等

（2）住所
本館：朝陽区将台路2号（麗都飯店、日本人学校近く）
亮馬、CBD（朝外）、順義、建国門、五道口、復興門、広渠門にもクリニック有

（3）電話番号

010-5927-7332（日本語直通、月～金8:30～17:30）
139-1112-4451（救急時のみ、年中無休対応・日本語）
緊急センター：010-5927-7120（中国語・英語）
24時間予約センター：4008919191（中国語・英語）

（4）受付時間 月～日（8:30～17:30　※予約受付は平日8:30～17:30）緊急センターは24時間

（5）入院施設
一般病棟・小児病棟・産科病棟（全て完全個室制）、ICU、NICU完備。
保証金一日15,000元から。

（6）カード支払い 可
（7）予防接種 可
（8）ホームページ http://beijing.ufh.com.cn/ja/（日本語）

8．VISTAメディカルセンター（維世達診所）

（1）専門科目

ファミリー全科（内科、外科、その他全般）心療内科・神経内科、小児科、産婦人科、歯科・矯
正、リハビリテーション科（整形外科、物理療法、マッサージ療法等）、消化器科
専門医診察（皮膚科、眼科、耳鼻科、中医など）
往診可

（2）住所 朝陽区光華路1号嘉里中心商場（ケリーモール）3階

（3）電話番号
010-8529-9486（日本語 24時間） 
010-8529-6618（中国語・英語 24時間）

（4）受付時間 一般診療：月～日（9:00～16:00）
（5）入院施設 点滴・観察入院は可。長期入院は提携病院にて対応。
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 可
（8）ホームページ http://www.vista-china.net/（中国語・英語・日本語）



9．香港クリニック（北京港澳国際医務診所）

（1）専門科目
ファミリー全科、内科、外科、小児科、婦人科、中医科（針治療、理学療法）耳鼻咽喉科、眼科、
健康診断、専門医診察、各種予防接種、薬局、化学検査科、放射線科など
歯科(一般歯科、予防歯科、歯周病科、矯正歯科、小児歯科、審美歯科、口腔外科）

（2）住所 東城区東長安街1号東方広場W3・1階

（3）電話番号
010-8541-2780および136-8121-0844（日本語）
010-8541-2788（英語、中国語）
9:00～17:00

（4）受付時間 月～日（9:00～17:00）（予約制、年中無休、法定休日については要問い合わせ）
（5）入院施設 無、観察室あり（入院が必要な場合は、他の提携北京各総合病院を紹介可能）
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 可
（8）ホームページ http://www.hkclinic.com（中国語・英語・日本語）

10．徳恒クリニック（徳恒門診）

（1）専門科目
内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、婦人科、医療美容科、美容外科、皮膚科、医学検査科、医学映像
科、超音波診断、心電図診断中医

（2）住所 東城区東単三条8-2東方広場国話大厦7階
（3）電話番号 010-6516-6900
（4）受付時間 月～金（8時～18時）
（5）入院施設 無
（6）カード支払い 可（各種可）各社メデイカルキャッシュレスサービス有
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ http://www.dehengclinic.com/

11．北京フラワー医療センター（北京富来康門診部）

（1）専門科目
全科医療：内科、外科、整形外科、泌尿外科、耳鼻科、眼科、皮膚科、婦人科、小児内科、理学療
法科、中医科、歯科、健康診断

（2）住所 朝陽区団結湖路南里15号恒祥大厦1階南側
（3）電話番号 010-8597-7336（日本語24時間）
（4）受付時間 8:30～17:30（年中無休）
（5）入院施設 無（外来観察可能）
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ http://www.flowermedical.cn/（日本語）

12．北京普華国際クリニック（北京天壇普華医院）
（1）専門科目 神経外科、神経内科、内科、腫瘍科、リハビリ医学科、中医科、眼科、皮膚科、整形外科
（2）住所 北京市東城区天壇南里12号
（3）電話番号 010-6703-5566
（4）受付時間 8:00～17:30
（5）入院施設 有。ICU完備

（6）カード支払い
可
キャッシュレス対応可

（7）予防接種 不可

（8）ホームページ http://www.puhuachina.cn

13．北京オアシス国際病院（北京明徳医院）

（1）専門科目　
全科、内科、外科、救急救命科、産婦人科、小児科、口腔科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、理学リ
ハビリ科、骨科、麻酔科、消化内科、精神心理科、栄養科、影像科、検査科、神経内科、薬局、整
形美容科、児童早期発育センター、女性リハビリセンター

（2）住所 北京市朝陽区酒仙橋北路9番（798芸術区北側の向かい側）

（3）電話番号　　
24時間予約電話：400-87-62747
救急電話：010-5985-0333（中国語・英語24時間対応）
166-0123-1745（日本語）

（4）受付時間 月～土（9:00～17:00）

（5）入院施設
有
一般病棟、産科病棟（全て完全個室制）、ICU、NICU完備。

（6）カード支払い 可
（7）予防接種 可



14．パッション国際医療センター（北京帕森国際医療中心）

（1）専門科目
全科、外科、内科、婦人科、小児科、中医科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、歯科、医療影像、胃腸
センター、心血管科、予防保健科、運動医学科、医療美容科、予防医学科、機能医学科、超音波医
学センター、遠隔診療センター、検査科、中医科、薬剤センター、健康診断

（2）住所 北京市朝陽区東三環北路甲26号博瑞ビル地下一階
（3）電話番号 400-968-9909
（4）受付時間 月～金（8:00～20:30） 土・日（8:00～17:00）
（5）入院施設 無（点滴等用の外来診察室あり）

（6）カード支払い
可
キャッシュレス対応可

（7）予防接種 不可
（8）ホームページ http://passion-medical.com/

15．北京五洲婦児医院

（1）専門科目
総合外来、産婦人科、小児科、内科、外科、美容整形外科、中医科生殖機能・不妊、乳腺外科、産
後リハビリテーション、計画生育科、健康管理、医技科

（2）住所 北京市朝陽区西大望路24号

（3）電話番号
010-8776-9899　4008-900-789（24時間中国語）
010-6770-5558（日本語・英語・アラビア語）

（4）受付時間
月～日　8:00～17:00　（産婦人科、小児科　8:00～20:00）
急診対応可

（5）入院施設 有

（6）カード支払い
可
キャッシュレス対応可

（7）予防接種 可
（8）ホームページ http://www.wuzhouyiyuan.com/

16．北京東文中医診所
（1）専門科目 中医全般（内科、婦人科、皮膚科、小児科、鍼灸按摩科、リハビリ科）
（2）住所 北京市朝陽区霄雲里8号107
（3）電話番号 010-5613-7616（常時日本語による電話受付）

（4）受付時間
月～金（9:00～17:30）
土・日（9:00～20:00）
法定休祭日は休診、予約制

（5）入院施設 無
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ http://bjdywj.seesaa.net/

17．北京漢琨医院

（1）専門科目
内科全般、透析科（日本人技師常駐）、リハビリ科（日本人理学療法士常駐）、小児科、婦人科、
歯科・眼科・耳鼻咽喉科、放射線科（CT・DR）、中医科（鍼灸・按摩）

（2）住所 北京市海淀区定慧寺甲2号

（3）電話番号
010-8812-8662（中国語）
リハビリ科：010ｰ8812-8027（日本語対応）

（4）受付時間 月～土（8:30～17:00）、日（8:30～12:00）
（5）入院施設 有（一般病棟、リハビリ病棟、旅行透析患者病棟）
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ www.hankunmedical.com

18．北京サンファイン国際総合病院 (北京善方医院)

（1）専門科目
家庭全科、婦人科、外科・骨科･スポーツ医科、小児科、消化内科、心臓診療セーター、眼科、耳鼻
咽喉科、美容整形外科、皮膚科、生殖医学科、精神神経科、中医漢方科 リハビリ科 人間ドック
及び健康管理センター

（2）住所 北京市朝陽区工体北路13号院世茂国際中心4号ビル
（3）電話番号 010-6431-6688 （英語、中国語）

（4）受付時間
平日8:00～19:00, 土日8:00～17:30
予約制

（5）入院施設 有
（6）カード払い 可
（7）予防接種 可
（8）ホームページ https://www.sanfinehospital.com



19．天壇病院（首都医科大学附属北京天壇医院）

（1）専門科目
脳神経外科、神経外科、神経病学センター、一般外科、泌尿器外科、整形外科、乳腺外科、胸部外
科、他

（2）住所 豊台区南四環西路119号（花郷橋）
（3）電話番号 010-5997-6611 （中国語）
（4）受付時間 月～日（8:00～12:00、13:00～17:00）
（5）入院施設 有
（6）カード払い 可
（7）予防接種 可
（8）ホームページ https://www.bjtth.org

20．同仁病院 (首都医科大学附属北京同仁医院)

（1）専門科目
眼科・耳鼻咽喉科、循環器科・内科・外科・小児科・産婦人科・中医科・皮膚科・リハビリテー
ション科　他
東区：東城区崇文門内大街8号
西区：東城区東交民巷1号
南区：経済技術開発区西環南路2号
一般外来：010-5826-6699（中国語）、予約は114
特需医療部（東区・西区）：010-5826-9886

（4）受付時間 （眼科・月曜～金曜）
（5）入院施設 有
（6）カード払い 可
（7）予防接種 可
（8）ホームページ https://www.trhos.com

21．地壇病院 (首都医科大学附属地壇医院)（休診中）

（1）専門科目 感染疾患診療科、内科、外科、婦人科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚性病科、予防保健科　他

（2）住所 朝陽区京順路東街8号

（3）電話番号
010-8432-2000（24時間）
010-8432-2566　月～金（8:00～16：00）

（4）受付時間 ※現在休診中
（5）入院施設 有
（6）カード払い 可
（7）予防接種 可
（8）ホームページ http://www.bjdth.com

22．首都児科研究所附属児童医院

（1）専門科目
小児内科、小児外科、伝染病科、眼科、皮膚科、耳鼻喉科、口腔科、呼吸器科、 中医等小児科全般
（一般外来とは別に高度のサービスを提供する特需専門家部門があり、各科に対応できる。）

（2）住所 朝陽区雅宝路2号
（3）電話番号 010-6561-2345（中国語、英語）
（4）受付時間 予約受付：8:00～12:00、13:00～17:00

（5）入院施設
有。但し本人が中国語を話せる場合、または通訳が付き添う場合に限り入院可。
保証金は5千元から。カード支払い可。

（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ https://www.shouer.com.cn

小児科、婦科、婦人科系

（2）住所

（3）電話番号



23．首都医科大学附属北京児童医院
（1）専門科目 小児科全般（歯科無し、外国人外来は問診楼6階）
（2）住所 西城区南礼士路56号（月壇公園近く）
（3）電話番号 010-5961-6161、010-5961-2345
（4）受付時間 専門により時間が異なるので、要確認。
（5）入院施設 有。保証金は病状により異なる。カード支払い可。
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ https://yeecin.com/f/new/hospitalTeamRoom_2084.html

24．北京新世紀児童医院
（1）専門科目 小児科全般
（2）住所 西城区南礼士路56号
（3）電話番号 400-662-5588（中国語）
（4）受付時間 月～金（8:00～17:00）

（5）入院施設
有。入院費は一日1400元から。
保証金は、病状により異なる。カード支払い可。

（6）カード支払い 可
（7）予防接種 可
（8）ホームページ http://www.ncich.com.cn/（中国語）

25．北京新世紀婦児病院

（1）専門科目
小児全科、小児内科（小児喘息センター、小児内分泌科）、小児外科、小児ケア（小児健診・予防
接種）、小児眼科、小児歯科、小児耳鼻咽喉科、小児皮膚科、小児漢方・マッサージ科、産科、婦
人科、内科、外科、救急科など

（2）住所 朝陽区望京北路51号（望湖公園東門南）

（3）電話番号
小児科：400-662-5588
産科・婦人科：400-185-3666

（4）受付時間
年中無休（9:00～21:00）
小児科：24時間急診対応可
産科・婦人科：8:00∼17:00

（5）入院施設
有
入院費は一日1400元から、保証金は、病状により異なる。保険キャッシュレス対応可能。

（6）カード支払い 可
（7）予防接種 可
（8）ホームページ http://www.ncich.com.cn/（中国語）

26．アムケアー病院（美中宜和医療）
（1）専門科目 婦人科、産婦人科、小児科

（2）住所
麗都医院：朝陽区将台西路9-9号
亜運村医院：朝陽区安慧北里逸5号階

（3）電話番号 400-100-0016（英語、中国語）
小児科：8:00-20:00、婦人科：8:00-16:30、産婦人科：8:00-16:30
https://www.amcare.com.cn/html/newfile10.html

（5）入院施設 有
（6）カード払い 可
（7）予防接種 可
（8）ホームページ www.amcare.com.cn

27．北京愛尓英智眼科医院
（1）専門科目 眼科全般
（2）住所 朝陽区潘家園南里12号　潘家園大厦1、2、4、5階

国際部：6773-2700、8778-9662、英語対応可
一般：400-617-6170

（4）受付時間 月～日（8:30～16:30）
（5）入院施設 有
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ http://www.intecheye.com/

（4）受付時間

（3）電話番号

眼科系



28．首都医科大学付属北京同仁医院

（1）専門科目

眼科で有名、耳鼻咽喉科、循環器センター、内科、外科、小児科、中医科、皮膚科、歯科、臨床心
理科、急診科、アレルギー反応科、麻酔科、老年医学科、伝統医学科、腫瘍センター、予防保健
科、健診科
（外国人外来はない。眼科は東区1階特需外来。幹部医療外来は西区1階では内科のみ対応、耳鼻咽
喉科VIPは東区2階。）

（2）住所
東区：東城区崇文門内大街8号　　西区：東城区東交民巷1号
南区：北京経済技術開発地区西環南路2号

（3）電話番号
010-5826-9911、010-5826-6699：予約受付専用番号
010-5826-5723

（4）受付時間
月～金（7:30～12:00、13:00～17:00）
（時間外受付：急診科24時間対応、（内線）5599）

（5）入院施設 有
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ http://www.trhos.com/（中国語・英語）

29．瑞尓歯科（ARRAIL DENTAL）
（1）専門科目 歯科
（2）住所 朝陽区建国門外大街19号国際大厦205
（3）電話番号 010-6500-6473（中国語・英語）

（4）受付時間
月～日（9:00～17:30）
予約制。春節は休診。

（5）入院施設 無
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ http://www.arrail-dental.com/index.html（中国語・英語）

30．北京大学口腔医院
（1）専門科目 歯科（口腔疾患に関するもの全てに対応）
（2）住所 海淀区中関村南大街22号
（3）電話番号 010-6217-9977、010-8219-5390
（4）受付時間 受診時間：月～金（8:00～11:30、13:00～16:30）　土日（8:00～11:30）
（5）入院施設 有
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ https://ss.bjmu.edu.cn/（中国語）

31．北京漢和歯科
（1）専門科目 歯科
（2）住所 東城区東方銀座C座6D

（3）電話番号
010-8447-6109（日本語）
010-8447-6108（中国語）

（4）受付時間 月～日（9:00～18:00）※予約制
（5）入院施設 無
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ 無。公衆号：「漢和口腔」

32．ウィルマー歯科（威尓默口腔）
（1）専門科目 歯科
（2）住所 北京市朝陽区麦子店街53号

（3）電話番号
010-6500-0598（日本語、英語）
138-1171-5801（日本語、英語、中国語）

（4）受付時間
月～日（9:00～18:00）
法定休日は休診

（5）入院施設 無
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ 無。公衆号：「漢和口腔」

歯科系



33．IDC Dental （海龍達口腔診所)
（1）専門科目 歯科(一般歯科、予防歯科、歯周病科、矯正歯科、小児歯科、審美歯科、口腔外科）
（2）住所 朝陽区芳園南里9号院麗都水岸会所209

（3）電話番号
135-2105-5206（日本語）
010-6538-8111（英語、中国語）

（4）受付時間 月～日（9:00～18:00）
（5）入院施設 無
（6）カード払い 可
（7）予防接種 無
（8）ホームページ http://www.idcdentalbj.com

34．北京大学第六医院 北京大学精神衛生研究所

（1）専門科目
精神科全般専門の単科病院（児童心理科、青少年心理カウンセリング、老人心理科、リハビリ科、
中西結合科、性機能障害等）

（2）住所 海淀区花園北路51号
（3）電話番号 010-8280-1984（中国語のみ）

（4）受付時間
月～土（8:00～16:30）
急診対応可

（5）入院施設 有
（6）カード支払い 可
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ http://www.pkuh6.cn/（中国語・英語）

35．積水潭医院

（1）専門科目
中国系総合病院だが、特に外科系（整形外科、骨科、手外科、火傷科、漢方整骨科、外科手術、小
児外科など）の病院として有名。外国人向け外来は特需診察室を受診するのが望ましい。

（2）住所 西城区新街口東街31号
（3）電話番号 010-5851-6688（代表）　月～金（8:30～11:30、13:30～16:30）

（4）受付時間

通常の診察：8:00～12:00、13:30～17:00
時間外受付：急診科24時間対応
特需診察室：月～金（8:00～12:00　13:30～17:00）　月～金夜間診察17:00～20:00）
※中国語および英語。

（5）入院施設 有
（6）カード支払い 可。ただし、銀聯マークのあるカードのみ使用可。
（7）予防接種 不可
（8）ホームページ http://www.jst-hosp.com.cn/（中国語・英語）

36．阜外病院 (阜外医院)
（1）専門科目 心臓血管外科、心臓血管内科、成人心臓外科、小児心臓外科、体外循環科
（2）住所 西城区北礼士路167号
（3）電話番号  010-6831-4466 （中国語）
（4）受付時間 月～金　8:00～11:30、13:00～16:30　　土　8:00～11:30
（5）入院施設 有
（6）カード払い 可
（7）予防接種 可
（8）ホームページ https://www.fuwaihospital.org/Hospitals/Main

精神科系

整形・整骨系

心臓循環器科系



37．安貞病院（首都医科大学附属安貞医院）
（1）専門科目 心臓血管外科、心臓内科、小児心臓外科・内科
（2）住所 朝陽区安貞路2号
（3）電話番号 010-6441-2431 （中国語）
（4）受付時間 月～金　8:00～12:00、13:00～17:00　　土・日　8:30～11:30
（5）入院施設 有
（6）カード払い 可
（7）予防接種 可
（8）ホームページ https://www.anzhen.org/

38．北京御源堂中医診所（北京御源堂クリニック）
（1）専門科目 中医全科（内科、婦人科、小児科、皮膚科、整形外科、鍼灸科、推拿按摩科）
（2）住所 朝陽区南新園西路８号龍頭公寓北棟１階
（3）電話番号 010-1032-4090
（4）受付時間 平日9：00～17：30、土日9：00～17：30
（5）入院施設 無
（6）カード払い 可
（7）予防接種 無
（8）ホームページ 無

39．東文中医クリニック（行知堂北京東文中医診所）
（1）専門科目 中医全科（内科、婦人科、小児科、皮膚科、整形外科、鍼灸科、推拿按摩科）
（2）住所 朝陽区霄雲路8号106室
（3）電話番号 5613-7616 / 156-0065-3701(WeChat)　日本語対応あり。
（4）受付時間 平日9：00～17：30、土日9：00～20：00
（5）入院施設 無
（6）カード払い 可
（7）予防接種 無
（8）ホームページ 無

中医系


