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Mission & Vision

優れた腕でサポートします

診療科＆専門センターのご紹介  

1. 糖尿血管センター

2. 消化器がんセンター

3. 乳がん・甲状腺がんセンター

4. 健康医学本部

熱い情熱で皆様をサポートします 

シン・ホチョル病院長の医療哲学  

センター長の医療哲学  

患者さんの満足を何より大切にする
診療システムを整えます。

ご来院の皆様の疾病予防、治療、
健康増進など包括的なサービスを提供します。

患者中心診療とトータルヘルスケアの
グローバル標準をリードします。

最新の診療で国民の健康増進に貢献します。

最先端医療を実現するために、たえず研究します。

患者さんに信頼され愛される病院をめざします。
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VisionMission



温かい関心と配慮で皆様をお迎えし、
実力ある医療スタッフがまごころを尽くします。
江北三星（サムスン）病院が、抜群の手腕で
あなたをサポートします。

優れた腕でサポートします。

Tailored 
Excellence



優れた技術力で最高の
医療サービスを
提供します。

診療の適正性指標、韓国最多の11部門１等級を獲得
胃がん、大腸がん、肝がんなど3大がんの手術死亡率が
低い病院として１等級を獲得するなど、保健福祉部（日本の
厚生労働省）、健康保険審査評価院から韓国最多の
１１部門で適正性指標１等級を獲得しました。

各種外部評価で１位を獲得

 「メディカルコリアアワード」で糖尿病センター
最優秀病院を受賞し、「大韓民国ブランドスター」で
４年連続健康診断センター部門ブランド価値１位に
選定されました。

韓国最高レベルの特性化診療システムを運営

韓国最大の糖尿血管センター、名医手術チームや
内視鏡ドリームチームが集中治療する消化器がん
センター、心理的ケアまで行なう乳がん・甲状腺がん
センター、韓国初の健康診断センターなど、
分野別に特性化された専門センターを運営しています。
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医学研究所中心の体系的研究活動

分子生物学研究室、遺伝学研究室、
糖尿病研究所、成体幹細胞研究所など
分野別の研究所はもちろん、
世界的レベルの無菌動物実験室や
空調施設、各種先端実験装備などと
最適の研究環境を備えています。

成均館医大の教育病院、研究病院

江北三星病院の成均館大学医学部の
教授陣は、医療分野の後輩の育成に力を
注いでいます。大学、企業、政府と連携して
研究活動に取り組み、未来を切り開いて
いきます。

世界トップの機関と協約

ジョンズホプキンス保健大学院との疾病危険因子に
関する共同研究、カナダBBDC(Banting and Best 
Diabetes Centre)との糖尿病に関する共同研究を
行なうほか、日本の隈病院との様々な
活動により甲状腺がんを克服しつつあります。

地道な研究により医学の
発展を牽引します。
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最先端の医療設備

最小切開で精密な手術ができる「ダビンチロボット」、
統合的ながん治療を実現する放射線治療器
 「ラピッドアーク」、心血管撮影装置Allura Xper
 （アルーラエクスパー）などを完備しています。

スマート病院

医療スタッフは専用ギャラクシーノートにより
患者情報をリアルタイムで確認し、患者さんは
医療スタッフとビデオチャット面談、
入退院手続き、医薬品情報などを
得ることができます。

先端施設とサービスで
快適な医療環境づくりを
めざします。
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糖尿病や血管合併症、消化器がん、乳がん、甲状腺がん、健康診断など、
分野別に特性化された専門センターを完備しています。全医療スタッフが、
患者さんを中心に集まる統合診療により、健康な幸福を実現します。

専門センター

診療科 核医学科 耳鼻咽喉科 精神健康医学科

家庭医学科 腫瘍血液内科 内分泌内科

眼科 循環器内科 泌尿器科

肝炎内科 消化器内科 皮膚科

救命救急医学科 小児青少年科 病理科 

胸部外科 職業環境医学科 放射線医学科

外科 神経科 放射線腫瘍学科

形成外科 神経外科 麻酔ペインクリニック科

呼吸器内科 腎臓内科 リウマチ内科 

産婦人科 診断検査医学科 リハビリ医学科

歯科 整形外科

糖尿血管センター

消化器がんセンター

乳がん・甲状腺がんセンター

健康医学本部

分野別
専門センターで、
各疾病に最適の
医療サービスを
提供します。
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糖尿血管センター

江北三星病院の糖尿血管センターは、糖尿合併症の死亡率世界１位である
韓国の糖尿病克服に向けて開設されました。
韓国最大規模の糖尿専門センターとして、優秀な医療技術とサービスにより
韓国経済新聞が主催する「メディカルコリアアワード」で糖尿分野大賞を
受賞しました。

Mission
血管合併症の克服

糖尿病と血管合併症の
研究におけるグローバルリーダー

Vision アジアトップの糖尿血管病院
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糖尿チーム

心血管チーム

脳血管チーム

特殊クリニックチーム

江北三星病院
糖尿結果合併症
統合診療システム

共同主治医

内分泌内科

糖尿病、前糖尿病

腎臓内科

糖尿病性腎臓病、

血液透析、腹膜透析

循環器内科

狭心症、心筋梗塞、

高周波カテーテルアブ

レーション

神経科

脳卒中、

抹消神経病

放射線医学科

画像診断および

インターベンション治療

リハビリ医学科

リハビリ治療

肥満

肥満手術

眼科

糖尿病性網膜症

精神健康

心臓手術、

インターベンション治療

胸部外科

冠動脈バイパス術、

末梢血管疾患

冠動脈造影術

心臓エコー

糖尿血管センターは糖尿チーム、心血管チーム、脳血管チーム、特殊クリニックチームが
血管合併症を治療します。画像協力診断、共同主治医制度、待機時間を利用した
患者教育、統合診療コーディネーターの運営などにより、患者中心の
カスタマイズ型統合診療を実現しました。
統合教育センターを運営して患者さんおよび医療スタッフを教育しており、新医療技術の導入
や開発のために融合研究を続けています。

糖尿血管センター

糖尿チーム 心血管チーム 脳血管チーム 特殊クリニックチーム

内分泌内科
糖尿病、前糖尿病

腎臓内科
糖尿病性腎臓病

循環器内科
狭心症、心筋梗塞、

不整脈

胸部外科
冠動脈バイパス術、

開心術

神経科
脳卒中、抹消神経病

放射線医学科
画像診断およびイン
ターベンション治療

内分泌内科、家庭医学科、
 外科（肥満手術）

精神健康医学科

リハビリ医学科

泌尿器科

眼科

胸部外科、形成外科、整形外科、 
 内分泌内科、皮膚科、肝炎内科

糖尿病足病変

網膜

肥満

性機能障害

精神健康

リハビリ

江北三星病院

成均館

大学医学部

整形外科

糖尿病足病変
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乳がん・甲状腺がんセンターは「迅速な診療と最高の治療を提供する
患者中心の品格ある乳がん・甲状腺がんセンター」をビジョンに
開院しました。
健康保険審査評価院の乳がん手術１等級評価を獲得し、さらに診療室と
検査室を一ヶ所に配置したOne-stop診療システムを導入し、診療時間を
短縮させました。

消化器がんセンターはがん診断から治療までの全診療を一つの場所で行なう
One-stop診療サービスと統合診療システムを運営しており、診療後１日以内に
確診、３日以内に手術、術後７日めに退院する１、３、７サービスを
実現しました。高難易度手術の経験が豊富な名医チームと、精密な検査と
治療で癌を予防する内視鏡ドリームチームにより、健康保険審査評価院の
評価で大腸がん手術１等級を獲得しました。

消化器がんセンター 乳がん・甲状腺がんセンター

最小侵襲手術消化器がんセンター

消化器内視鏡検査及び手術経験
100万件以上

腹腔鏡がん手術4,000件以上

大腸がんの母地となる
線腫性ポリープの発見率50％

高難易度の用手補助下腹腔鏡手術
2,000件以上

内視鏡手術

ダビンチロボット手術システム
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健康医学本部

総合健診センターは韓国で最初に健康診断の概念を導入した韓国最大規模の
施設で、国内で最も多くの方に健康診断サービスを提供しています。
予防健診センターでは一般健康診断とがん検診はもちろん、
職業環境医学科で職業病診断、業務適合性評価、有害物質疫学研究、
健診有所見管理、保健教育及び統計分析などの業務を行なっています。

予防健診センターソウル総合健診センター 付属医療センター 水原総合健診センター

企業精神健康研究所 コホート研究所 カスタマイズ型健康デザイン
研究所 企業健康デザイン研究所

健康医学本部

ソウル総合健診センター

水原総合健診センター
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患者中心のサービスとプログラムを用意し、
信頼と満足をお届けしています。
患者さんのための、幸福な社会のための
まごころがあふれています。
江北三星病院が熱い情熱で皆様をサポートします。

熱い情熱で皆様をサポートします

Passion 
to Serve



国民に認められた患者満足度１位の病院

週刊<時事ジャーナル＞が全国主要病院を
対象に実施した調査で患者満足度１位の病院に
選定されたほか、保健福祉部の医療機関評価で
患者満足部門を含む全17部門でA等級を
獲得する栄光に輝きました。

サービス品質優秀企業総合大賞

産業資源部技術標準院が所管する
 「韓国サービス品質優秀企業認証」で
サービス経営総合大賞を、
また韓国サービス経営振興院の
サービス倫理経営大賞を受賞しました。

最高の医療サービスで
お客様満足を実現します。

22 23



One-stopサービス

糖尿血管センター、消化器がんセンター、
乳がん・甲状腺がんセンターなどの特性化センターは、
一ヶ所に分野別医療スタッフが
集まって患者中心の診療、検査、結果、治療、
手術などを統合提供します。

A Healthier and Happier Future

サービスを提供し、５年以上がんと
闘ってきた患者さんのために、完治後の
健康管理ガイドラインを提示します。

患者中心の診療で
生涯健康に責任を持ちます。
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皆が健康で
幸福な社会を
夢見ます。

江北三星病院は1968年の開院以来、最高の医療技術と仁術で
韓国医療界の変化を率いてきた高麗病院として始まりました。
現在は三星の名声にふさわしい韓国一流病院の仲間入りをして、
自他共に認める病院へと成長しています。
また、世界的レベルの研究チームとの共同研究により、
病院研究者の研究能力を強化しており、最高の研究成果を
出すことのできる良い環境をつくっています。
今や病院のブランド価値が、私たちの未来を決定づけるで
あろうことは明らかです。病院のブランド価値を誰からも
羨ましがられる水準へと高めるために、悩み努力してまいります。
患者さんの安らぎと快癒を何よりも大切にする病院として、
患者さんのご家族も幸福になり行きたくなる、そして信頼できる
病院をめざしてまいります。

江北三星病院
シン・ホチョル院長
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消化器がんセンター長　チェ・ギュヨン

がんを治療する優れた病院は数多くあります。しかし、江北三星病院の
消化器がんセンターは消化器分野の内外科教授らが一堂に会し、
消化器疾患と消化器がんを統合診療および治療する韓国初の
消化器専門センターです。韓国の４大がんに全て含まれる
消化器系臓器である胃、大腸、肝臓をはじめ、膵臓がんや胆道がんなど
を統合診療し、最適の治療を提供しています。江北三星病院の
先端医療技術と温かい仁術は、皆が夢見る健康で幸福な社会づくりに
貢献できると思っております。

糖尿血管センター長　パク・ソンウ

食生活の変化と高齢者人口の増加などに伴って、
糖尿病が急増しています。糖尿血管センターは糖尿病の予防から
生涯健康まで自己管理をサポートする体系的な教育システムと、
関連診療科の全ての医師が協力して治療に携わる融合診療を
実現し、新しい医療技術の開発に取り組んでいます。
血糖調節はもちろん血管合併症の克服に貢献し、アジアを超えて
世界が認める糖尿血管病院をめざします。
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健康医学本部長　キム・ヒョンス

国の保健増進事業に歩調を合わせて国内の健康管理サービスを
率いる健康医学本部は、４ヶ所の健康管理センターと４ヶ所の
研究所を運営しています。ジョンズホプキンス保健大学院と
コホート共同研究に取り組みながら疾病予測モデルを開発し、
健康診断の検査、分析、結果管理を国際標準化して、世界的な
医療機関と比べても遜色のない健康管理医療機関へと発展しています。

乳がん・甲状腺がんセンター長　パク・チャンフン

乳がん・甲状腺がんセンターは迅速な診療と治療を
提供する患者中心の品格あるセンターをめざしています。
正確な診断と質の高い治療によって患者さんの生命を守り、
関連情報を親切に説明することで、患者さんとご家族が
病気を怖れることなく正しく対処できるように努めています。
診療と治療、研究と教育を融合して、患者さんを幸福な
暮らしへと導くパートナーになってまいります。
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患者さんに対する情熱が
医療サービスの能力を育てます。
優れた能力で先端医学への
情熱を燃やし続けます。

江北三星病院が実力と情熱で、
皆様をサポートします。

江北三星病院
ソウル特別市鐘路区セムナン路29、110-746
http://www.kbsmc.co.kr

西大門駅
４番出口

麻浦
ソウル駅

独立門駅
３番出口

光化門駅
２番出口

市庁駅
２番出口

BUS

BUS BUS

BUS
慶熙宮

貞洞劇場

市立美術館

中央日報

ソウル市教育庁

徳寿宮

朝鮮日報
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南大門
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三星本館

(ソウル総合健診センター)


