
当館管轄地域鳥・新型インフルエンザ指定医療機関（一次診断機関）一覧
在釜山総領事館

２００９年３月現在

＜本一覧をご参照いただく際のご注意＞

※本一覧の情報は、あくまでも在留邦人の方々の便宜を図るために掲載しているものであり、内容について総領事館
において責任を負うものではありません。受診に際しては、下記各医療機関等へ直接お問い合わせください。

＜鳥・新型インフルエンザ対策の医療面についての韓国政府の方針＞

韓国政府は、新型インフルエンザの感染患者を指定病院の隔離病床に収容し治療することとしてお
り、当館管轄地域では釜山大学校付属病院が指定されています。
新型インフルエンザへの感染が疑われる場合には、まず広域市、道が指定する一次診断機関で診断
を受け、新型インフルエンザに感染していると診断された場合には、指定病院に移送されて治療を受
けることとなります。
なお、韓国政府は、伝染病の拡散防止のための措置において、韓国人と外国人を差別しないことを基
本方針としています。

１．指定医療機関

指定医療機関名 釜山大学校付属病院

住所 釜山広域市西区九徳路305番地

電話番号
(051）240-7671　感染管理室

対応可能な言語
英語（他の言語はボランティア
に依頼）(051）240-7675　救急医療センター

FAX (051）240-7199　感染管理室 URL http://www1.pnuh.co.kr

受診方法 まず釜山広域市保険健康増進課伝染管理室に連絡

診療受付時間 08：00～15：00　外来受付

備考 新型インフルエンザに対応可能な医師数：感染内科に2～3人
隔離病床の数：2011年までに13床を整備
抗インフルエンザウィルス薬の備蓄量：あり（30カプセル）。患者が多数発生時には釜
山市の担当課に連絡し、2時間以内に必要量を調達可能

２．一次診断機関

釜山広域市
(1) 一次診断機関 東亜大学校医療院

住所 釜山広域市東大新洞３街1番地

電話番号 (051）240-5730　感染管理室 言語 英語、中国語

FAX (051）240-2135　感染管理室 URL http://www.damc.or.kr

受診方法 まず釜山市保険健康増進課伝染管理室に連絡

診療受付時間 09：00～16：00　外来受付

備考 新型インフルエンザに対応可能な医師数：感染内科2人
隔離病床の数：なし
抗インフルエンザウィルス薬の備蓄量：なし

(2) 一次診断機関 仁済大学校釜山白病院
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住所 釜山広域市釜山鎮区開琴洞633-165

電話番号 (051）890-6491　感染管理室 言語
英語、中国語

(051)890-6489　感染内科

FAX (051)893-7233　総務課 URL http://www.paik.ac.kr

受診方法 まず救急室で診察

診療受付時間 08：00～15：30　外来受付

備考 新型インフルエンザに対応可能な医師数：１人
隔離病床の数：なし。患者発生時に一人部屋を隔離病室として使用
抗インフルエンザウィルス薬の備蓄量：なし。患者発生時に保健所に連絡

(3) 一次診断機関 高神大学校福音病院

住所 釜山広域市西区岩南洞34番地

電話番号 (051）990-6615　感染管理室 言語

FAX URL http://www.kosinmed.or.kr

受診方法

診療受付時間 08:30～17:30　外来受付

備考
現時点では施設や保護装具等が備わっていない状態であるため、患者が来ても他の
病院へ移送する

大邱広域市
(1) 一次診断機関 慶北大学校病院

住所 大邱広域市中区東徳路2000

電話番号 (053）420-5500　救急医学課 言語 日本語、英語、中国語

FAX (053）420-5138　感染パート URL http://knumc.knu.ac.kr

受診方法 まず救急室内に隔離して診察

診療受付時間 08：00～16：00　外来受付

備考 新型インフルエンザに対応可能な医師数：4人
隔離病床の数：なし。患者発生時に一人部屋を隔離病室として使用
抗インフルエンザウィルス薬の備蓄量：なし。患者発生時に保健所に連絡

(2) 一次診断機関 啓明大学校東山医療院

住所 大邱広域市中区達成路216番地

電話番号
(053）250-7994　感染管理室

言語 日本語、英語、中国語
(053）250-7915　感染内科

FAX (053)250-7994　感染管理室 URL http://www.dsmc.or.kr

受診方法 まず救急室で診察

診療受付時間 08：30～17：30　外来受付

備考 新型インフルエンザに対応可能な医師数：1名
隔離病床の数：なし。患者発生時に一人部屋を隔離病室として使用
基本的な保護装具あり
抗インフルエンザウィルス薬の備蓄量：あり

(3) 一次診断機関 嶺南大学校医療院

住所 大邱広域市南区大明5洞317-1
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電話番号
(053）620-4467　感染管理室

言語 日本語、英語、中国語
(053）620-3820　感染内科

FAX (053）623-8042　感染管理室 URL http://www.yumc.ac.kr

受診方法 まず救急室で診察

診療受付時間 08：30～17：30　外来受付

備考 新型インフルエンザに対応可能な医師数：1人
隔離病床の数：なし。患者発生時に一人部屋を隔離病室として使用
抗インフルエンザウィルス薬の備蓄量：あり

(4) 一次診断機関 大邱医療院

住所 大邱広域市西区坪理路454

電話番号
(053)560-7575　代表

言語
(053)560-7288　救急

FAX URL http://www.daegumc.co.kr

受診方法

診療受付時間 08:30～16:30　外来受付

備考 隔離病床の数：約40（結核患者用）

蔚山広域市
(1) 一次診断機関 蔚山大学校病院

住所 蔚山広域市東区田下洞290-3

電話番号
(052)250-7000　代表

言語
(052)250-7119　救急

FAX URL http://www.uuh.ulsan.kr

受診方法

診療受付時間 09:30～17:30　外来受付

備考

慶尚北道（浦項地区）
(1) 一次診断機関 浦項世明基督病院

住所 慶尚北道浦項市南区海島洞94-5

電話番号
(054)275-0005　代表

言語
(054)289-1711　救急

FAX URL http://www.phgidok.com

受診方法

診療受付時間 08:30～16:00　外来受付

備考 現時点で新型インフルエンザに対する準備は全くできていない

(2) 一次診断機関 浦項聖母病院

住所 慶尚北道浦項市南区大岑洞270-1

電話番号 (054)289-4246　感染管理室 言語 英語
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FAX (054)277-2072 URL http://www.pohangsmh.co.kr

受診方法

診療受付時間 08:40～16:00　外来受付

備考 現在感染内科はない
新型インフルエンザに対応可能な医師数：1人
抗インフルエンザウィルス薬の備蓄量：なし

(3) 一次診断機関 浦項善隣医療院

住所 慶尚北道浦項市北区大新洞69-7

電話番号
(054)245-5000　代表

言語
(054)245-5200　救急

FAX URL http://www.sunlin.com

受診方法

診療受付時間 08:00～16:30　外来受付

備考 現時点で新型インフルエンザに対する準備は全くできていない

慶尚北道（慶州地区）
(1) 一次診断機関 東国大学校慶州病院

住所 慶尚北道慶州市鍚杖洞1090-1

電話番号
(054)770-8227　感染管理室

言語 日本語、英語
外国人救急医療の電話相談可能

FAX (054)770-1860
URL

http://web.dumc.or.kr/kyongju
_H/index.html受診方法

診療受付時間 10：00～15：00　外来受付

備考 新型インフルエンザに対応可能な医師数：6人
隔離病床の数：あり。陰圧隔離室2床
抗インフルエンザウィルス薬の備蓄量：地域保健所で備蓄
個人保護服、ゴーグル、N95マスク、1回用手袋等の装備あり

慶尚北道（安東地区）
(1) 一次診断機関 安東病院

住所 慶尚北道安東市水上洞574-2

電話番号 (054)840-0163　感染管理室 言語

FAX URL http://www.andonghospital.co.kr

受診方法

診療受付時間 08:30～16:00　外来受付

備考

(2) 一次診断機関 安東聖所病院

住所 慶尚北道安東金谷洞177

電話番号 (054)850-8209　感染管理室 言語 日本語

FAX (054)852-3489　看護部行政室 URL http://www.sungso.com
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受診方法

診療受付時間 09:00～17:30　外来受付

備考 隔離病床の数：内科病院の一人部屋（4部屋）を使用
抗インフルエンザウィルス薬の備蓄量：なし。必要時に保健所又は製薬会社に連絡

慶尚北道（亀尾地区）
(1) 一次診断機関 亀尾CHA病院

住所 慶尚北道亀尾市荊谷洞855

電話番号 (054)450-9538　感染管理室 言語 英語

FAX (054)450-9868　感染管理室 URL http://kumi.chamc.co.kr

受診方法 保険所に連絡してから隔離、感染管理室長に連絡

診療受付時間 09:00～17:30　外来受付

備考 新型インフルエンザに対応可能な医師数：1人
隔離病床の数：なし
抗インフルエンザウィルス薬の備蓄量：少量あり。必要時には保健所又は製薬会社
に連絡

(2) 一次診断機関 順天郷大学校亀尾病院

住所 慶尚北道亀尾市工団250

電話番号 (054)468-9591　感染管理室 言語 日本語、英語

FAX (054)468-9596　感染管理室 URL http://www.schgm.ac.kr

受診方法 呼吸器内科で診察

診療受付時間 09:00～17:00　外来受付

備考 保護装具あり(n95マスク、ガウン、手袋程度)
感染内科はなく、呼吸器内科が担当
新型インフルエンザに対応可能な医師数：2人
隔離病床の数：3人部屋が2室（結核患者用）
抗インフルエンザウィルス薬の備蓄量：少量あり。必要時には保健所に連絡

慶尚北道（慶山地区）
(1) 一次診断機関 慶尚病院

住所 慶尚北道慶山市白川洞4-2

電話番号 (053)819-0899　感染管理室 言語

FAX (053)819-1846　感染管理室 URL http://www.gshosp.co.kr

受診方法

診療受付時間 9:00～16:00　外来受付

備考

慶尚南道
(1) 一次診断機関 慶尚南道晋州医療院

住所 慶尚南道晋州市草田洞348‐2

電話番号 (055)771-7563　感染管理室 言語 英語、日本語

FAX (055)771-7274　感染管理室 URL http://www.jinjumc.or.kr
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受診方法

診療受付時間 09:00～17:30

備考 新型インフルエンザに対応可能な医師数：1人
隔離病床の数：1（結核患者用）
抗インフルエンザウィルス薬の備蓄量：なし。必要時には慶尚大学病院又は保健所
に連絡

(2) 一次診断機関 慶尚南道馬山医療院

住所 慶尚南道馬山市中央洞3街3番地

電話番号 (055)249-1698　感染管理室 言語 日本語、英語

FAX (055)249-1008　感染管理室 URL http://www.mmc.or.kr

受診方法 患者発生時には感染管理委員会チームが診察

診療受付時間 08:30～17:30　外来受付

備考 新型インフルエンザに対応可能な医師数：1人
隔離病床の数：18
抗インフルエンザウィルス薬の備蓄量：なし。必要時には保健所に連絡

(2) 一次診断機関 慶尚大学校病院

住所 慶尚南道晋州市七岩洞90番地

電話番号 (055）750-8634　感染管理課 言語 英語

FAX (055）750-8926　感染管理課 URL http://www.gnuh.co.kr

受診方法

診療受付時間 09：00～16：30　外来受付

備考 現時点で対策なし。患者が来れば保健所に届け出た後、全北大学病院又は釜山大
学病院に移送する
隔離病床の数：なし
抗インフルエンザ薬の備蓄量：なし
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