
【日本台湾交流協会高雄事務所管内】（令和元年 11 月現在） 
地域 病院名 電話番號 住 所 診察時間 ※ 備考 

 
 
 

高雄 
 

 

 

蔡忠雄外科診所 

(内科も診察可) 
07-226-5701 高雄市新興區五福二路 10 號 

月~金   8:30~12:00 
     16:00~18:00 

     19:00~21:00 

土     8:30~11:30 
《土午後休・日休》 

○ 
外科 

内科 

増田内兒科診所 07-236-3128 高雄市新興區八德一路 155 號 

月~金   8:30~12:00 

     15:30~18:00 
     19:00~21:00 

土    8:30~12:00 

《土午後休･日休》 

○ 
内科 

小児科 

令和診所 

（温永発医師） 
07-338-0211 高雄市苓雅區青年一路 211 號 

月~金   9:30~12:00 

     16:30~19:00 

土    9:30~12:00 
《土午後休･日休》 

○ 内科 

永明診所 07-551-3436 高雄市鹽埕區五福四路 161 號 

月~土   9:40~12:00 

     15:40~18:00 
     19:15~22:00 

日    9:40~12:00 

     15:40~18:00 

○ 
内科 
小児科 

 

建和耳鼻喉科診所 

（陳医師） 

07-223-1828 高雄市三民區建國一路 413-2 號 

月~土   8:00~12:00 

     16:00~18:00 

     19:00~22:00 
《日休》 

○ 

 
耳鼻咽

喉科 

内科 
小児科 

高杏診所 
（王文明医師） 

07-727-7801 高雄市苓雅區大順三路 46 號 

月~金   8:00~12:00 

     18:30~21:30 
土    8:00~12:00 

《土午後休・日休》 

○ 

内科 

消化器
内科 

段志憲婦産科 

（段志憲医師） 
07-261-9888 高雄市前金區七賢二路 347 號 

月~土  10:00~12:00 

     16:00~18:00 
     20:00~22:00 

日   10:00~12:00 

《日午後休》 

○ 
産婦人

科 

維格皮膚科診所 

(蕭長雄医師) 
07-229-1237 高雄市新興區五福一路 120 號 

月~金   9:00~12:00 
火     14:00~17:00 

     18:00~21:00 

《土･日休》 

○ 皮膚科 

孫正信牙科診所 
(孫正信医師) 

07-272-6666 高雄市前金區自強二路 184 號 

月~土   9:00~12:00 

    15:00~18:30 
    19:30~21:30 

《日休》 

○ 歯科 

華美牙科診所 

(葛家銘医師) 
07-235-4202 高雄市左營區華夏路 257 號 

月~土   9:30~12:00 

     14:30~17:30 

     18:30~21:30 
《土夜間休・日休》 

○ 歯科 

 

 
劉精神科診所 

(劉民昌医師) 

 

07-222-9450 

 

 

高雄市三民區建國一路 504 號 

 

月~金   9:00~12:00 

     15:00~18:00 
     19:00~21:00 

土    9:00~12:00 

《水夜間休， 

土午後休・日休》 

 

○ 

 

 

精神科 

 

孫強峰中医診所 

（孫強峰医師） 

 

 

07-343-2777 

0983185285 

 

高雄市三民區明賢街 106 號 

 

月・水・金 

15:00~21:00 
火・木  8:30~12:00 

      18:00~21:00 

土     8:30~12:00 

《土午後休・日休》 

 

△ 

 

漢方医 

・内科 

・婦人科 

・鍼灸 

※：（○）日本語が通じる医師が在籍/（△）日本語が通じるボランティア在籍 ◎事前に各医療機関にご確認ください。 

注：各クリニックの医師・スタッフの日本語レベルは当協会において把握しておりませんので、ご了承ください。 



【日本台湾交流協会高雄事務所管内】（令和元年 11 月現在） 

地域 病院名 電話番号 住 所 備 考 

高雄 

高雄醫學大學附設中和紀念醫院 07-312-1101 高雄市三民區自由一路 100 號 

・国際医療センター（日本語が
対応可）内線 5508 

・日本語が通じる医師在籍 

（家庭医療科） 
・日本語が通じるボランティア

在籍 

高雄長庚紀念醫院 07-731-7123 高雄市鳥松區大埤路 123 號 

・国際医療センター（日本語が

対応可）内線 6150 

・日本語が通じるボランティア
在籍 

阮綜合醫院 07-335-1121 高雄市苓雅區成功一路 162 號 

・日本語が通じる看護婦長在籍   

・日本語が通じるボランティア

在籍 

聖功醫院 07-223-8153 高雄市苓雅區建國一路 352 號 

・日本語が通じる医師在籍 

（家庭医療科） 

・日本語が通じるボランティア
在籍 

高雄市立大同醫院 07-291-1101 高雄市前金區中華三路 68 號 
・日本語が通じるボランティア

在籍 

高雄市立聯合醫院 07-555-2565 高雄市鼓山區中華一路 976 號 
・日本語が通じるボランティア

在籍 

高雄市立小港醫院 07-803-6783 高雄市小港區山明路 482 號 
・日本語が通じるボランティア

在籍 

高雄栄民総醫院 07-342-2121 高雄市左營區大中一路 386 號 

・国際医療センター（日本語が   
通じるボランティア在籍。但し

常駐ではないので，電話により

要予約） 

台南 

衛生福利部台南醫院 06-220-0055 台南市中西區中山路 125 號 
・日本語が通じるボランティア

在籍 

奇美醫院 06-281-2811 台南市永康區中華路 901 號 

・国際事務室（日本語が対応可）

内線 52940 
・日本語が通じる医師在籍 

（内科） 

・日本語が通じるボランティア
在籍 

成大醫院 06-235-3535 台南市北區勝利路 138 號 
・国際医療センター（日本語が

対応可）内線 3923 

・日本語が通じるボランティア
在籍 

              

郭綜合醫院 

 

06-222-1111 

 

台南市中西區民生路 2 段 22 號 

・日本語が通じる医師在籍 

（産婦人科） 
・日本語が通じるボランティア

在籍 

台南市立醫院 06-260-9926 台南市東區崇徳路 670 號 ・日本語が通じるスタッフ在籍 

注１：上記は，邦人が利用する主な医療機関の情報を記載したものであり、当協会が推薦するものではありません。 

注２：各医療機関の医師・スタッフの日本語レベルは当協会において把握しておりませんので、ご了承ください。 

注３：日本語が通じる医師・ボランティアは曜日・時間等により対応できない場合や予約が必要な場合がありますので、事前

に各医療機関にご確認ください。 



 

【日本台湾交流協会高雄事務所管内】（令和元年 11 月現在） 

地域 病院名 電話番号 住 所 備 考 

 

雲林 

台大醫院雲林分院斗六院區 05-532-3911 雲林縣斗六市雲林路二段 579 號 

・国際医療センター（日本語が
対応可）内線 2219 

・日本語が通じる医師在籍 

（心臓外科） 

成大醫院斗六分院 05-533-2121 雲林縣斗六市荘敬路 345 號 

 

・日本語が通じるボランティア

在籍 

嘉義 

台中榮民総醫院嘉義分院 05-235-9630 嘉義市西區世賢路二段 600 號 

・国際医療センター（日本語が
対応可）代表番号から転送 

・日本語が通じるボランティア

在籍 

天主教聖馬爾定醫院 05-275-6000 嘉義市東區大雅路二段 565 號 

・国際医療センター（日本語が
対応可）専用番号 05-278-0275 

・日本語が通じるボランティア

在籍 

嘉義基督教醫院 05-276-5041 嘉義市東區忠孝路 539 號 

・国際医療センター（日本語が
対応可）内線 8646 

・日本語が通じるボランティア

在籍 

屏東 

屏東安泰醫院 08-832-9966 屏東縣東港鎮中正路一段 210 號 ・日本語が通じるスタッフなし 

屏東南門醫院 08-889-4568 屏東縣恆春鎮南門路 10 號 ・日本籍医師が在籍（外科） 

台東 台東馬偕紀念醫院 089-310-150 台東市長沙街 303 巷 1 號 
・日本語が通じるボランティア

在籍 

澎湖 衛生福利部澎湖醫院 06-926-2408 澎湖縣馬公市中正路 10 號 ・日本語が通じるスタッフなし 

注１：上記は，邦人が利用する主な医療機関の情報を記載したものであり、当協会が推薦するものではありません。 

注２：各医療機関の医師・スタッフの日本語レベルは当協会において把握しておりませんので、ご了承ください。 

注３：日本語が通じる医師・ボランティアは曜日・時間等により対応できない場合や予約が必要な場合がありますので、事前

に各医療機関にご確認ください。 


