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私たちは、医療の格差をなくし、最
上位の病院への負担を軽減すると共
に、より多くの人がプライマリーケ
アを受けられる機会を増やすことが
できるような医療モデルを常に目指
し、大切に考えてまいりました。

その医療施設は、緊急時に迅速な診
断・介入できるための高い専門性を
持った施設でなくてはなりません。

その医療施設は、お客様が必要なと
きにいつでも頼れる存在であるため
に、スタッフ一人ひとりが献身的で
誠実に働いている施設でなくてはな
りません。

病気の前兆を見逃さないためにも、
最新医療機器を備えた施設でなくて
はなりません。

ベトナムに

最良な医療を
日本式の最新、

代
表
挨
拶
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このような思いをもって、24時間
365日体制で患者を受け入れる「
断らない救急」モデルの先駆けと
して、九州の鹿児島県に2013年に
医療法人EMSの救急クリニックが
誕生しました。単なるクリニック
だけでなく、医療法人EMSの救急
クリニックは多くの病院ともつな
がりを持ち、転院が必要となった
際にも最大限のカスタマーサポー
トを提供致します。また、日本全
国の専門性の高い医者と繋がりた
いという方には、セカンドオピニ
オンサービスも行っています。

その後、医療法人EMSの救急クリ
ニックは全国に事業を拡大し、人
口の少ない医療過疎地に重点を置
いて医療格差の解消を目指してき
ました。開院から10年近く経った

現在に至るまで、医療法人EMSの救
急クリニックは明かりを絶やさず、
日々地域医療の質の向上に努め、徐
々に人々から信頼され、政府からも
高く評価される医療システムになっ
ています。

医療法人EMSで得られた実績を踏ま
え、私たちはT-Matsuokaメディカル
センターで、日本で成功した医療モ
デルをベトナムにも導入したいと考
えています。私たちは、既に持って
いる潜在能力をもって、日本トップ
の優良医師や優良病院と繋がりを持
ち、ベトナム人のお客さまに真正な
医療体験をお届けします。

私たちは、ベトナムの人々に信頼さ
れる医療システムの構築に必ず貢献
することをお約束します。
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T-Matsuoka Medical Centerは、日本の
医療法人EMSがベトナムの現地法人と共
に投資・運営するブランドです。日本国
内での高い信頼と実績をもとにベトナム
の医療に貢献します。
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ハノイ市チャン・シー・タイン市長は、医療法人EMSのハノイにおける
新しいプロジェクトは正しい方向に進んでおり、開業後の医療センター
は人々の一般診察・治療、がん検診、幹細胞技術応用などのニーズに効
果的に応えられることを期待することを表明しました。

T‐Matsuokaメディカルセンターは、日本式の医療施設であるだけで
なく、ベトナムと日本の外交関係樹立50周年記念に向けて両国間の
医療協力活動における重要な外交的な象徴にもなっています。

ファム・ビン・ミン副首相は、医療法人EMS が多額の投資と最新施設・
設備をもってハノイでT‐Matsuoka Medical Centerの初拠点を建設・開業
し、両国間の医療協力活動の促進と共にベトナムの診察・治療の質の向
上に貢献することを歓迎しました。

日越外交関係の
シンボルに
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山田滝雄
駐ベトナム日本国特命全権大使

“T‐Matsuokaメディカルセンターが
ハノイに誕生したことは、ベトナ
ムと日本の間の緊密な外交関係、
特に医療協力関係における新たな

節目となるでしょう。”.

加藤康子
日本産業遺産情報センター長、元安
倍晋三内閣内閣官房参与

“ハノイのT‐Matsuokaメディカル
センターには、日本の多くの医療
施設よりも最新の医療機器が揃っ
ています。”.
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医療サービス

風や波に直面する長い航海を終えた後に毎年メンテナンスが必要な船に
例えられているように、人間の健康も症状が現れる前に病気の早期発見
を確実にするためには、定期的な健康診断を受けることが非常に重要で
す。日本の有名な人間ドッグ型健康診断で、以下05の優れた特徴を備え
ています。

効果的な治療法が確立している最大500（FDA報告の症例数）症候群、疾
患、発症前疾患を早期に発見可能。

最終結果は、日本とベトナムの一流医師からなる専門委員会によりカン
ファレンスをを行い、そこから綿密なアドバイスと危険な異常が見つか
った場合の精密検査、がんが疑われる場合は多診療科でのカンファレン
スを行います。あらゆる疾患を回避するために、診察にとどまらず、患
者様の健康状態のモニタリング、長期的かつ主体的な健康管理ソリュー
ションのアドバイス提供、科学的な生活スタイルの確立サポートにいた
るまでの全過程にわたるサポートを行ってまいります。

人間ドックは日本の予防医学の真髄であり、T‐Matsuokaメディカルセン
ターでベトナムの人々の健康づくりを心を込めて実現されています。

人間ドック型の健康診断

総合性・詳細性・精密性・効果性・正確性
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総合性・詳細性・精密性・効果性・正確性
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かかりつけ医
(家庭向け・法人向け）

•家庭向けのかかりつけ医: 家族の一員のように身近な存在であるかか
りつけ医は、家族全員の体質や生活習慣などを徹底的に把握し、適切な
ケアプランを提案すると共に、健康リスクを最小限に抑えるための積極
的な検査も行います。また、健康的な生活習慣づくりに寄り添うだけで
なく、かかりつけ医は治療効果を高めるためのフォローや働きかけを行
い、日々の生活習慣から健康問題を解決する役割も担っています。どこ
の病院にいけばよいのかわからない場合なども、まずはかかりつけ医に
ご相談ください。

•法人向けのかかりつけ医: 社内における医療問題を管理・助言
し、従業員の健康管理を積極的に行う意識の向上を図ります。こ
の取り組みは、理想的な職場環境づくりに有効な福利厚生制度と
して位置づけられています。
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自由診療

T‐Matsuokaメディカルセンターにご来院の患者様（お客様）に対し、ご
自身の症状について丁寧かつ誠実な説明が必要であることを私たちは理
解しています。そのため、日本人医師とベトナム人医師で構成される私
たちチームが、患者様一人ひとりの健康上の問題にじっくり耳を傾け、
根本まで理解した上で、総合的な判断をします。
 
また、必要に応じて、日本国内トップの病院40カ所近くの連携ネットワ
ークの医師チームにセカンドオピニオンを求め、精度の高い診断が受け
られるようサポートもしています。

日本人医師・専門家による診察
セカンドオピニオン（第二の意見）相談
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企業様向けの健康診断
企業健診は、すべての機関・企業に義務付けられています。定期
健康診断の実施は、従業員に対する福利厚生としてだけでなく、
事業の継続的な発展にも寄しています。

T‐Matsuokaメディカルセンターは、日本全国に施設を展開してい
る大手の医療法人EMS（Emergency Medical Service）が出資・運
営するベトナムの日系医療システムブランドです。日本とベトナ
ムから集まった経験豊富な医師チームと、CT診断装置 SCENARIA 
View・MRI装置ECHELON・画像保管通信システム（PACS）など
診断と治療における最新の機器設備の導入に加え、日本の文化で
あるおもてなしの精神を基にした、心を込めたサービス（・患者
様の期待を超えるサービス）・社会に価値をもたらすサービスを
提供することをお約束します。

当院は企業様が従業員の方々に定期健康診断を実施する当たっ
て、高い基準を満たす定期的な企業健診を提供いたします。

基本パッケージのほか、当院では企業様のニーズに応じて最適な
コストでの健診パッケージのご要望にも対応いたします。
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日本での診断・治療
必要に応じて、日本全国のトップ病院34カ所との連携ネットワークを通
じ、患者様を適切な病院にご紹介いたします。

T-Matsuokaメディカルセンターでの診断・臨床検査結果は、連携病院で
も認められているため、患者様は初診を受けるための渡日は不要な仕組み
となっています。これらの結果は十分な診患者様となり、日本の医師が最
短期間で適切な治療方針を決定するための材料となります。

日本では、私たちの通訳アシスタントが常に患者様に付き添い、言語の壁
を乗り越え、スムーズに診察や治療を受けられるようにしています。

そして、ベトナムに帰国後、患者様はT-Matsuokaメディカルセンターで
定期的に健康状態を確認し、遠隔医療システムを通じて日本の医師とつな
がることができます

T-Matsuokaメディカルセンターの高い専門知識、高品質のサービスと高
度の技術により、お客様の日本での診断・治療が時間、そしてコストの面
で最適なものになるようお手伝いします。
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ベトナムと日本の一流医師チームによる真正
な専門的で高い知識と技術

日本人の献身的なサービス提供を理念とした
真正なカスタマーサービス

日本のトップレベルの病院にも認められた日
本最先端の技術・医療機器



15



16

専門委員会
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博士 BS。 松岡義則

• 日本救急医療サービス (EMS) 社長
• 8つの専門医資格も取得している日本
の「スーパードクター」

教授、博士、医師 NGUYEN LAN VIET 
•「人民教師」「労働英雄」称号受賞
• ベトナム心臓病学会 常勤副会長
• 北部保健専門委員会長
• 元ハノイ医科大学 学長
• 元ベトナム循環器研究所 所長

教授、博士、医師 NGUYEN GIA BINH
• ベトナム救急蘇生・毒性学 会長
• 元バックマイ病院集中治療科部長

准教授、博士、医師 DINH THI THU HUONG
• 元ベトナム循環器研究所 副所長
• 元ハノイ医科大学心臓病学部 副部長

• 元医療法人EMS松岡救急クリニック
分院 院長
• ジャパングリーンクリニック（シン
ガポール）医師

医師 野田慶太



18

日本基準の
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日本基準の医療プロセス
人の健康に関わる業界では、通常以上に細心の注意や慎重
な対応が必要です。そのため、私たちはわずかな異常も見
逃さないように、不要な医療サービスの指定の乱用を最小
限に抑えることを前提に、常に診察プロセスを厳格に遵守
し、多診療科を横断した診療を行うと共に、時間をかけお
客様の健康状態を徹底的にチェックします。 

診療を受けることは、決して楽しい経験ではありません。
不安、お悩みや戸惑いを持ちながら、受診を先延ばしにし
てしまう人も少なくありません。この気持ちに立ち、私た
ちの医師は、高い医療技術と専門的知識をもとに、患者様
の心配や不安にじっくり耳を傾けることを行います。スタ
ッフ全員が細やかな心配りで患者様に寄り添うことの重要
性をよく理解しています。

この気持ちに立ち、私たちの医師は心配や不安にじっくり
患者様に耳を傾け、綿密な説明を行うこと；医療技師と看
護師は患者様が快適に過ごせるよう丁寧かつ優しく接する
こと；スタッフ全員はいつも世話をしてくれていると患者
様に実感して頂けるよう、細やかな心配りで患者様に寄り
添うことの重要性をよく理解しています。

私たちは、真正な精神による科学的根拠に基づいた日本基
準のきめ細かいプロセスと技術、心を込めた医療サービス
が、皆様にとって一生涯に価値のある変化をもたらすこと
ができると信じています。
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CT Scenaria View システム 

日本最先端の医療機器

T-Matsuokaメディカルセンターでは、カラ

ー表示・3次元表示で体内臓器の全体画像と詳細な画像を提供するSyn-
apse3Dソフトウェアを導入することにより、医師が見落としなく異常を
発見することができます。併せて、ソフトウェアに搭載されたAIは、読
影では見落としがちな小さな異常も検出できることで、誤診を減らし、
病気の早期発見による治療効果向上にもつながっています。

MRIシステム [ECHELON Smart]

技術
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リアルタイム画像ストレージ
＆テクノロジー

T-Matsuokaメディカルセンターには、画像を最高の画質でリアルタイム
に保存・配信できるPACSシステムが導入されており、日本の医療チーム
からのセカンドオピニオン（第二の意見）を効果的に実施することがで
きます。これにより、医師は特殊なケースにおいて、地理的な距離に関
係なく適切な検査の指示を出すことができるようになりました。
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全身型骨密度測定装置 OsteoSys社製・Dexxum T QuanTum

高周波X線装置 島津社製

胃、大腸内視鏡検査システム オリンパス社製・CV 190
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血圧脈波検査装置 VS-2000

マンモグラフィ装置Hestia L GENORAY社製

Architect CI4100生化学分析装置 アボット社製
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当院をご利用される際の快適さに重点を置き、いつ来ても安心して悩
みや不安を打ち明けられるよう、細部にまでこだわり、心地よい診療
空間をつくっています。患者様と医師が快適に健康状態の相談をでき
るよう、プライバシーに配慮した個室設計の診療空間をご用意してい
ます。
 
ロビーや廊下、画像診断室などに、富士山や桜といった「日出ずる
国」のイメージをデザインのメリハリに活かした空間づくりを通じ
て、非言語コミュニケーションであるデザインの中にも、日本人の献
身的なサービス精神を落とし込んでいます。

空間
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ハノイ医科大学病院
XANH PON総合病院

専門的な協力のほか、患者様が日本での治療を必
要とする場合、たくさんの日本トップレベルの
総合病院や専門病院が治療を受け入れるために
T-MATSUOKAメディカルセンターと協力する体
制も整っています。ここでは３４の紹介先をご紹
介いたします。これはほんの一例です

連携医療機関

日本の病院

ベトナムの病院

産科・小児科
日本赤十字社医療センター
国際成育医療センター

循環器科
社会医療法人天陽会 中央病院
三井記念病院
榊原記念病院

整形外科・リハビリテーション科
品川志匠会病院

消化器科
T虎の門病院

泌尿器科
にいむら病院

歯科
東京医科歯科大学病院
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がんの早期検診と治療 
• 南風病院
• メディポリス医学研究所
• メディポリス国際陽子線治療センター
• がん研究会有明病院
• 東邦大学医療センター大森病院
• 東京都立駒込病院
• 国立がん研究センター中央病院
• 東京都済生会中央病院
• 武蔵野赤十字病院
• 東京都立墨東病院
• 総合東京病院
• NHO東京医療センター
• 東京都立府中病院
• 聖路加国際病院

大学附属病院
• 東京大学医学部附属病院
• 東京慈恵会医科大学附属病院
• 東京医科大学病院
• 昭和大学病院
• 帝京大学医学部附属病院
• 日本大学医学部附属板橋病院

ハイテク外科手術と術後ケア
• 米盛病院
• 鹿児島市立病院
• 東京女子医科大学病院
• 杏林大学医学部付属病院
• 日本医科大学付属病院
• 順天堂大学医学部附属病院



28



29

地
域
を
守
る

命
を
守
る



30

お気軽にお問い合わせください

HA NOI市BA DINH区KIM MA町NGUYEN THAI HOC通り154号VJMビル


