釜山

呼吸器専担クリニック（5 月 2 日基準）

▪呼吸器専担クリニックとは感染からより安全な環境を整え、発熱や呼吸器症状のある患者を診察す
る医療機関を指します。
▪【2022 年 2 月 3 日~】発熱や呼吸器症状がある方もしくは防疫パス用の陰性確認書をご希望の方
は下記の医療機関にて医師の診察の下で専門家用の迅速抗原検査を受けられます。（検査は無料、診
察費用は約 5000 ウォン）

呼吸器診療指定医療機関
（迅速抗原検査可能機関）

※ 事前に電話予約後ご来院ください。
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病院名
カプウル・ノクサン病院
(갑을녹산병원)

住所

連絡先

江西区 緑山産団 321 路 24-8 (松亭洞)

051-974-8300

幸せ子ども病院

江西区 鳴旨国際 1 路 25、ウジンメディ

(행복한어린이병원)

カルプラザ 8～10 階 (鳴旨洞)

ミョンジ児童病院

江西区 鳴旨国際 8 路 240・402・501・

(명지아동병원)

601 号(鳴旨洞、国際メディカルビル)

金井小児青少年科医院
(금정소아청소년과의원)
機張病院
(기장병원)
鼎冠ウリ児童病院
(정관우리아동병원)
釜山聖母病院
(부산성모병원)
釜山児童病院
(부산아동병원)
イルシン基督病院
(일신기독병원)
奉生病院
(봉생병원)
チョウン文化病院
(좋은문화병원)

051-264-9500

051-717-0230

金井区 金井路 244、1 階 (久瑞洞)

051-967-5222

機張郡 大庁路 72 番ギル 6、6

051-723-0171

機張郡 鼎冠面鼎冠中央路 56

051-727-7812

南区 龍湖路 232 番ギル 25-14

051-933-7114

南区 水営路 228、3～7 階 (大淵洞)

051-612-7582

東区 鄭公壇路 27 (佐川洞)

051-630-0300

東区 中央大路 401 (佐川洞)

051-664-4000

東区 凡一路 119 (凡一洞)

051-644-2002
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テドン病院
(대동병원)
クァンヘ病院
(광혜병원)
東莱奉生病院
(동래봉생병원)
釜民病院
(부민병원)
亀浦聖心病院
(구포성심병원)
チョウンサムソン病院
(좋은삼선병원)

東莱区 忠烈大路 187 (明倫洞)

051-554-1233

東莱区 忠烈大路 96 (温泉洞)

051-503-2111

東莱区 安蓮路 109 番ギル 27 (安楽洞)

051-531-6000

北区 万徳大路 59 (徳川洞)

051-330-3000

北区 洛東大路 1786 (亀浦洞)

051-330-2001

沙上区 伽倻大路 326 (周礼洞)

051-322-0900

釜山マム児童病院

沙下区 洛東大路 451、クムドンビル 2・

(부산맘아동병원)

4・5-8 階 (下端洞)

クェジョン子ども病院
(괴정어린이병원)
三育釜山病院
(삼육부산병원)
チョウンカンアン病院
(좋은강안병원)
スヨン子ども病院
(수영어린이병원)
ハンナ女性アイ病院
(한나여성아이병원)

沙下区 沙下路 188（槐亭洞)

051-201-5275

西区 大峙路 170 (西大新洞)

051-242-9751

水営区 水営路 493（南川洞)

051-625-0900

水営区 水営路 671、2～3 階 (広安洞)

051-753-3579

水営区 荒嶺大路 481 番ギル 7 (南川洞)

051-625-2300

釜山広域市医療院

蓮堤区 ワールドカップ大路 359 (巨堤

(부산광역시의료원)

洞・1 洞・5 洞一部)

漢陽リウマチ病院
(한양류마디병원)

蓮堤区 瓜亭路 272 (蓮山洞)

アイサラン病院

蓮堤区 盤松路 28-1、1 階一部（102 号・

(아이사랑병원)

104 号、2・3・4・5・10 階 (蓮山洞)

影島病院
(영도병원)

051-271-8275

影島区 太宗路 85 (大橋洞 2 街)

051-507-3000

051-752-1990

051-711-0113

051-414-8101
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ヘドン病院
(해동병원)

影島区 太宗路 133 (蓬莱洞 3 街)

アイソウル病院

影島区 瀛仙大路 75、サモビル (瀛仙

(아이(i)서울병원)

洞)

オン総合病院

釜山鎮区

(온종합병원)

(堂甘洞)

メディカル耳鼻咽喉科医院
(메디칼이비인후과의원)
海雲台釜民病院
(해운대부민병원)
ヒョソンシティ病院
(효성시티병원)

伽倻大路

721 、 719 、 767

051-412-6161

051-730-8300

051-607-0138

釜山鎮区 伽倻大路 767-1 (釜田洞)

051-809-7700

海雲台区 海雲台路 584 (佑洞)

051-602-8000

海雲台区 海雲台路 135 (栽松洞)

051-709-3000

エリウム病院

海雲台区 海雲台路 794、7～8 階 (佐洞、

(엘리움병원)

サムジョンエリウム)

海雲台プルンバダ子ども病院

海雲台区 佐洞循環路 505、セントラル

(해운대푸른바다어린이병원)

メディタワー

051-791-1006

051-714-3501

※ 各病院の営業時間や PCR 検査の可否についてはこちらをご覧ください。

