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ワイキキで最も新しく、最も広く、最もスタッフ数が多い
ドクターズ・オブ・ワイキキがオープン

ワイキキで最大となる広さ約４６５平方メートルのアージェント・ケア にて、最新機器を導入

【ハワイ州ホノルル発】２０１８年１２月１日、ドクターズ・オブ・ワイキキ（日本語愛称“ワイキ
キのお医者さん”） は、シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテル グランドフロア（120 Ka’iulani
Avenue、カイウラニ・ウィング #10&11 ）にオープンしました。約４６５平方メートルある当ア
ージェント・ケアでは、最新機器である静脈可視化装置や、処理の早いデジタル式レントゲンを導入
しています。血液検査・血球計数検査・肝機能検査・血中脂質検査・尿検査・インフルエンザ検査・
RS ウイルス感染症検査、へんとう炎検査など１５分程度で結果が分かる機器も院内ラボに取り入れ
ています。また、院内には薬局も設置し、水分補給 、総合ビタミン 、デトックス、アンチエイジン
グ、免疫力強化の点滴も行なっています。
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ハワイでも最新の非接触型静脈可視化装置。 

近赤外線を用いて静脈の太さや血管走行を可視化する装置で、注射や採決で静脈に穿刺する 
（針を刺す）際に用い、血管が細い方や小児の穿刺前の血管確認に使用します。 

 

 
デジタル式レントゲンは、従来のレントゲンよりも処理が早く、 

低線量で撮影できるなどお子さまから大人まで負担が少ない最新機器です。 
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院内に設置しているラボでは、血液検査・血球計数検査・肝機能検査・血中脂質検査・尿検査・ 
インフルエンザ検査・RS ウイルス感染症検査・へんとう炎検査をはじめとする色々な検査を 

最新機器で行うため、１５分程度で結果を知ることができます。 
 

 
院内薬局では、日本語の服用方法ラベルを貼った一部の薬をその場でお渡しします。 

 



 

 
Sheraton Princess Ka’iulani Hotel, Ground Floor | 120 Ka’iulani Avenue | Honolulu, HI 96815 | Office: (808) 922-2112 | www.doctorsofwaikiki.com 

 

 
水分補給 、総合ビタミン、 デトックス、アンチエイジング、 

免疫力強化の点滴も行なっています。 
 

 

 
当アージェント・ケア 間とワイキキ内の各宿泊ホテル無料送迎サービスも行なっています。 

 
ドクターズ・オブ・ワイキキは最新の技術を駆使し、ワイキキで最も新しく、最も広く、かつスタ
ッフ数も最も多いアージェント・ケアです。 ほとんどのスタッフ (看護師、メディカルスタッフ、
受付および事務スタッフなど) が必要な資格と豊富な経験を持ち、日本語、中国語、韓国語を話す
バイリンガルスタッフが皆さまに対応します。ワイキキ内の各宿泊ホテル無料送迎サービスや訪問
診察も行います。これまでのアージェント・ケア では開院時間は毎朝８時から深夜１２時まで。こ
れまでのアージェント・ケア としては診察時間が最長です。  
 
「創立者である私どもはこの度、ドクターズ・オブ・ワイキキを新しくオープンしました。毎朝 8時
から深夜 12 時までというワイキキのアージェント・ケアとして診察時間が他よりも長いのは、今ま
でワイキキで必要とされていたにも関わらず実現できなかった『深夜 12 時まで』をあえて行う決意
をいたしました。この長時間をこなすためには、私どもの個人的な時間を割いてでも、診察に来てい
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ただく皆さまのニーズに合わせて、私たちの熱い情熱を持って対応しなければ成り立ちません。アー
ジェント・ケア サービスが多くの皆さまを助け、ワイキキから大病院の救急センターまで行くとい
う不便さや、診察までの長時間の待ち時間といった問題などを解消することになるよう心より願って
います」とアラン・ウー医師、そしてトニー・トリコフスキー医師は語っています。  
 
適用保険: 日本からの海外旅行保険、クレジットカード(JCB など)の付帯保険、主なハワイ州ローカ
ル健康保険 (HMSA など)、他ほとんど全ての主な世界中の健康保険 
 
支払い方法: 全ての主なクレジットカード(JCB など) 
 
支払い可能通貨：ドルまたは円 
 
ドクターズ・オブ・ワイキキについて 
医師 アラン・ウー 
共同創立パートナー/一般内科医 
2015 年～2018 年 ストラウブ・クリニック＆ホスピタル、ハワイ・パシフィック・ヘルス、内科医 
ハワイ大学マノア校 医学部卒業 
ナショナル・キャピタル・コンソーシアム・プログラム (USUHS)、レジデンシー (後期研修制度) 
一般内科研修医 
 
15 年間の米軍関係の経験 
2017 年                アメリカ陸軍航空協会“アビエーション・メディスン・アワード・オブ・ザ・     
                              イヤー ２０１７”受賞 
2013 年～2017 年 アメリカ陸軍勲章“メリトリアスサービスメダル”受章、第２５歩兵師団、 
                             アメリカ太平洋コマンド 
2010 年～2011 年 アメリカ陸軍勲章“ブロンドスター”受章、第１０１空挺師団、アフガニスタン 
 
アメリカ陸軍での経歴 
2013 年～2017 年 ブリゲイト・フライト・サージョン（外科医）、チーフ・オブ・アビエーショ               
                             ン・メディカル・デパートメント 
2013 年～2017 年 少佐 
2012 年～2013 年 インターナショナル・メディスン・クリニック、アシスタントチーフ 
2007 年～2010 年 ウィールターリード米軍医療センター、研修内科医 
 
医師 トニー・トリコフスキー 
共同創立パートナー/一般内科医（一般内科医国家資格保持） 
2012 年～2018 年 ストラウブ・クリニック＆ホスピタル、ハワイ・パシフィック・ヘルス、内科
医 
2005 年～2012 年   カウアイ・メディカル・クリニック、一般内科医チーフ・オブ・メディスン カ
ウアイ島”ベストドクター“受賞 
2005 年～2006 年  ガルフ・メディカル・クリニック、一般内科医 
2005 年               シドニー・メディカル・グループ、ホスピタリスト(病院総合診察医) 
2002 年～2005 年  トリコフスキー・プライマリ・ケア、 CEO 兼一般内科医 
1997 年～2002 年  プライマリ・ケア ・オブ・ベニス、一般内科医 
1994 年               ライト州立大学、インターンシップ/一般内科チーフ・レジデント 
1993 年               メディカルスクール、聖ツィリル・メドデイ大学医学部（スコピエ、マケドニ    
                             ア共和国）卒業 
1984 年～1992 年  フルスカラシップ 
 
ドクターズ・オブ・ワイキキは「健康改善を目指して」 
新しく開院したドクターズ・オブ・ワイキキでは、ワイキキで最高かつ便利な総合医療をスムーズに
提供するよう務めます。当院は一人ひとりにしっかり寄り添い、ワイキキ滞在中の日本のみでなく世
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界中からの観光客を始め、ワイキキ在住、またはワイキキ勤務の方々にとって頼られる存在になるべ
く皆さまに必要な治療を行なっています。 
 
ドクターズ・オブ・ワイキキでは、経験豊富なアラン・ウー医師、そしてトニー・トリコフスキー医
師がアージェント・ケアを含む各種医療ケアの中心となり、診療サービス、ラボそしてレントゲン検
査を提供します。それに加え、本採用前の従業員健康検査、薬物検査、労働者災害補償による治療サ
ービスも行います。当院の医療チームは上記２人の医師をはじめ、看護師・認定技師・患者サービス
担当者・日英のバイリンガルスタッフを常駐し、言葉による不便さを取り除き、特に観光客の皆さま
には、すばやく診察を受け処置をし、滞在が最も快適になるよう最大限の努力をします。 
 
ドクターズ・オブ・ワイキキは救急センターではありません。命に関わる場合は、911 (救急ダイヤ
ル受付センター) に電話されるか、近くの救急センターで受診してください。 
 
当院のサービス: 

• ワイキキ内の各宿泊ホテル無料送迎サービス  
• ワイキキ内の各宿泊ホテルまたは自宅までの訪問診察 
• 労災による病気またはケガの診断および治療 
• 本採用前の従業員健康診断と薬物スクリーニング 
• 成人向け予防接種 
• シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテルに駐車の場合は駐車料金無料 
• 2 歳から１００歳以上の方までと幅広く対応 
• 一部の薬（服用方法は日本語表示）をその場で受け取る事も可能 

 
住所: 
ドクターズ・オブ・ワイキキ（日本語愛称“ワイキキのお医者さん”） 
シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテル グランドフロア 
120 Ka’iulani Avenue, #KW10&11 
Honolulu, HI 96815 
Tel: (808) 922-2112 
Email:   info@doctorsofwaikiki.com                                                                                                                                                                     
Web：www.doctorsofwaikiki.com/ja/ 
開院時間: 午前8:00– 深夜12:00 (年中無休)	
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