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COVID-19関連情報（２０２２年８月１１日時点） 

ガーナ出入国時に、COVID-19対応ワクチン接種の情報を panaBIOSに登録することが求められ

ていますので、ご注意ください。情報元となるガイドラインは、https://www.gacl.com.gh/

updated_guidelines/となっております。本内容の主な変更点は、ワクチン接種情報の pan

aBIOSへの入力の仕方に説明を加えた点です。なお、ガーナ入国への概要は項目４、 panaB

IOS入力関連は項目５と６ を御参照ください。 

 

 

 

1.ガーナ国内での COVID-19に関する情報 

以下 websiteにて随時更新され、閲覧することが可能です。 

(1) 感染状況推移 ···················· https://ghs.gov.gh/covid19/latest.php 

(2) 感染予防処置 ···················· https://ghs.gov.gh/covid19/about.php?#preven

tion 

(3) 集会等の利用 ···················· http://ghs.gov.gh/covid19/cancelled.php 

(4) 感染者の療養解除基準 ············ http://ghs.gov.gh/covid19/discharge.php 

(5) 濃厚接触者含む自主隔離基準 ······ http://ghs.gov.gh/covid19/downloads/covid_19

_self_quarantine.pdf 

(6) COVID-19ワクチン接種進行状況 ··· https://ghs.gov.gh/covid19/ 

 

2.COVID-19対応のワクチン 

(1) ガーナ国内でのワクチン接種情報は、以下 website内で入手することが可能です。 

① ガーナ保健省 

Facebook ··················· https://www.facebook.com/MOHGhana/ 

② ガーナ保健局 

Facebook ··················· https://www.facebook.com/GHhealthService/ 

③ ガーナ保健局グレイターアクラ州支部 

Facebook ··················· https://www.facebook.com/gar.rhd 

 

接種可能なワクチン種類、接種会場の日時、場所が随時更新されています。注意事

項として以下の点が挙げられます。 

 接種日程が公表されるのは、接種開始２-３日前のことが多い 

 接種期間、時間が随時変更される 

 接種会場によっては、割り当てワクチン数が終了次第、事業を一時中止してい

る 

https://www.gacl.com.gh/updated_guidelines/
https://www.gacl.com.gh/updated_guidelines/
https://ghs.gov.gh/covid19/latest.php
https://ghs.gov.gh/covid19/about.php?#prevention
https://ghs.gov.gh/covid19/about.php?#prevention
http://ghs.gov.gh/covid19/cancelled.php
http://ghs.gov.gh/covid19/discharge.php
http://ghs.gov.gh/covid19/downloads/covid_19_self_quarantine.pdf
http://ghs.gov.gh/covid19/downloads/covid_19_self_quarantine.pdf
https://ghs.gov.gh/covid19/
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https://www.facebook.com/GHhealthService/
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 予約システム等は無し 

ガーナ国内で接種希望される方は、FACEBOOKで公表される施設に前もって直接訪問

し、接種時間、接種可能ワクチン種類の案内を受けることをお奨めします 

 

(2) 日本での一時帰国者向けワクチン接種事業については以下 websiteを御参照くださ

い。 

 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 

(3) （２）事業以外において、日本国内でワクチン接種を希望される場合は、日本国内一

時滞在地周辺の地方自治体にお問い合わせください。 

 

3.ガーナ国内で COVID-19感染疑いの症状が出現した場合 

 

所在地の対応医療機関は、ガーナ保健局に設置されてある 

 

COVID-19 hotline：+233 55 843 9868 or +233 50 949 7700 

 

にて問い合わせが可能です。また、症状から感染が疑われる場合に Covid-19 関連の PCR

検査を受ける施設は、その後、結果陽性に引き続き、健康状態観察指導もしくは症状悪

化時の問い合わせが容易な医療機関が適していると考えられます。一方、検査のみを行

っている施設で PCR検査を受け、結果陽性となった場合は健康状態指導を行うことので

きる医療機関を再度 COVID-19 hotlineに問い合わせることになります。この為、感染疑

いの時点で PCR検査を受検する場所は各自で十分に御検討ください。 

 

首都アクラにおいて、当館が確認した邦人許容医療施設（PCR検査とその後の治療可

能）は以下となります。 

 

(1) 初期対応医療施設（PCR検査による診断および結果陽性時の健康状態相談） 

① Akai House Clinic, Accra  

② Nyaho Medical Center Airport Branch 

③ The Trust Specialist Hospital 

 

(2) 症状悪化し、入院必要時の医療施設 

初期対応医療施設もしくは COVID-19 hotlineに相談していただき、入院先を決めて

いきます。なお、首都アクラにおいて当館が確認した邦人許容入院医療施設は以下

となります。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
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① Nyaho Medical Center Airport Branch 

初期対応から入院まで対応可能です 

② Ghana Infectious Disease Center (Ga-EAST Municipal Hospitalに併設) 

各医療施設経由もしくはガーナ保健局経由での入院となります。個人での入院相

談、受診はできません。 

 

4.出入国ガイドライン 

 

 出発国 

 乗り継ぎ国 

 最終目的国 

 航空会社 

 

以上 4つのガイドラインを確認する必要があります。以下にガーナ出入国につ

いて確認が取れている内容と日本出入国ガイドラインを御案内いたします。 

 

(1) ガーナ出入国ガイドライン 

ガーナ政府出入国ガイドライン :https://www.gacl.com.gh/updated_guidelines/に

詳細情報が公表されています。本ガイドラインは、随時更新されますので、渡航前

に内容を必ずご確認ください。なお、2022年４月 27日時点でこのガイドラインの

内容に加え、当館で確認した事項を以下に列挙いたします。 

 

① ガーナから出国 

(a) 最終目的国の基準に準拠 

(b) ターミナル３出発ロビー入り口にて体温測定を行います。 

(c) ガーナ国籍の場合は、ワクチン接種証明書の提示が必要です。 

(d) ガイドラインには書かれていませんが、空港保健局では、最終目的国に入国する

際に PCR陰性証明書が必要な渡航は、PCR陰性証明書の panaBIOS への登録を済

ませるのが無難です。PCR陰性証明書の登録方法は、項目５を参照してくださ

い。 

(e) ワクチン接種情報の panaBIOS への入力が、2022年 4月 22日以降有効のガイド

ラインで強調されています。渡航の際には、ワクチン接種状況を入力した上

で、登録画面を提示できるようにしておくことをお勧めします。この内容の確

認については、空港職員もしくは航空会社カウンターにより異なります。ワク

チン接種情報の panaBIOSへの登録方法は、項目６を御参照ください。 

 

https://www.gacl.com.gh/updated_guidelines/
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② ガーナへの入国 

・各自確認すべきポイントは、 

 ・国籍とガーナ在留許可証の有無 

 ・ワクチン接種完了有無 

 ・年齢区分 

 

にて入国時の必要項目と対応が異なります。 

 

概要 

 

 

 

・ガーナ政府が認めている｢ワクチン接種完了者｣について 

 

https://www.gacl.com.gh/updated_guidelines/# 内の｢vaccination｣の項目に

記載がありますので御参照ください。主に 

 ・ワクチン接種種類 

 ・接種回数 

 ・最終接種からの期間 

が確認項目です。 

 規定回数終了日から 14日以上経過した場合が、｢ワクチン接種完了｣とされる点

も御注意ください。ブースター接種の有無については問われていません。 

 

・2022年 8月１0日現在、日本で行われているワクチン接種事業内での Pfizer,Mo

derna,Astrazeneca それぞれのワクチンに関しては、ガーナ入国時に有効な種類と

費用支払 受検

18歳以上 不要 必要 必要 必要 必要 必要 必要 必要

10-17歳 不要 必要 必要 必要
16歳以上必要
10-15歳不要

補足１

不要

0-9歳 不要 必要

6歳以上

0-5歳
補足２

不要 必要 不要 不要 不要 不要 不要 不要

コトカ空港
でのワクチン接種

ガーナ指定
宿泊施設で
の7日間隔

離

コトカ空港到着時
抗原検査

2022年８月１０日現在
ガーナ入国時の渡航者区分

ワクチン接種証明書
(panaBIOSへのワクチ

ン情報入力を含）

Health Declaration
Form 入力

出発国で
受検した
ガーナ到
着48時間
以内陰性
証明書

PCR陰性
証明書の
PanaBIOS

入力

国籍

又は

在留許可証区分

年齢
ワクチン接

種

COVID-19関連で入国時必要な書類や検査

補足２：両親または保護者が、ワクチン接種が完了している事で、入国が許可されます。

ガーナ国籍

又は

ガーナ在留許可証を持つ
外国籍

外国籍で
ガーナ在留許可証を所持し

ない個人

完了

完了

必要

必要

ガーナ入国不可

全年齢

未完了

不要

不要

必要

必要

全年齢

未完了

不要

不要

補足１：10-15歳に対して、空港でワクチン接種を勧められますが、接種しないことも可能です。

https://www.gacl.com.gh/updated_guidelines/
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して認められております。 

 

補足：外務省ホームページ内にて、（ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/

pdfhistory_world.html#Ghana2 ）ガーナの項目にて、｢※なお、上記防疫措置

の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効

性は現在確認中。｣といった記載があります。この点に関しては、ガーナ政府側

からは、日本発行のワクチン接種証明書を個別に承認するといった公式発表はあ

りませんが、｢世界各国の公的機関から発行のワクチン接種証明書は、有効なも

のとみなす｣といった、公式発表があります。これに伴い、日本政府発行（各地

方自治体発行含む）のワクチン接種証明書は、ガーナ入国時には、有効な書類と

して認められています。2022年 8月 11日現在、当館の知り得た中では、日本発

行のワクチン接種証明書で規定の条件を満たしていない、といってガーナ入国を

拒否されたケースはありません。 

 

ガーナ入国規定の詳細を以下に列挙します。 

(a) ガーナ国籍又は、ガーナ在留許可証を持つ外国籍の渡航者 

(i) ワクチン接種完了の場合 

(ｱ) 全年齢において必要項目 

 ワクチン接種証明書（最終接種から 14日以上経過したもの） 

 panaBIOS サイトでワクチン接種情報の入力(項目 6参照） 

 Health Declaration Form 

(ｲ) 不要となった項目 

 出発国での PCR検査 

 出発国での PCR検査陰性証明書の提示 

 ガーナ到着時の抗原検査料支払いおよび検査受検 

 入国後の隔離措置 

 

(ii) ワクチン接種未完了の場合 

(ｱ) 18歳以上 

 必要項目 

 ガーナ到着から遡り 48時間以内に行った PCR陰性証明書(COVID-19に対

して）の提示が、出発国とガーナ到着時で必要 

 ガーナ到着時、迅速抗原検査費用支払い 

 https://ghs-hdf.org/にアクセス 

 Select Action から Pay for COVID-19 test を選択 

 各項目を入力し、クレジットカードにて支払い 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html#Ghana2
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html#Ghana2
https://ghs-hdf.org/
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 クレジットカードが受け付けられない事が多々あります。複数回入力し

て受け付けられることが散見されます。複数回行っても受け付けられな

い場合は、コトカ空港で降機し最初のカウンターで支払いが可能です。 

 入力した emailに、HDF Reference/Unique ID が提示されます。この番

号は、次項の｢Health Declaration Form｣への入力で使用します。 

 Health Declaration Form 

 https://ghs-hdf.org/にアクセス 

 ｢select action｣から｢Not Vaccinated against Covid-19｣にアクセス 

 各項目入力後｢travel certificate｣が発行 

 コトカ国際空港で降機した際に提示を求められます。 

 コトカ国際空港到着時に COVID-19対応のワクチン接種 

 Pfizer,Astrazeneca,J & J から選択可能です。特段の理由が無い限り

接種を行います。 

 政府指定の宿泊施設で自費にて隔離措置となります。 

 空港到着時にワクチン接種行った場合：7日間 

 空港到着時にワクチン接種行わなかった場合：14日間 

(ｲ) 10-17歳 

 必要項目 

 ガーナ到着から遡り 48時間以内に行った PCR陰性証明書(COVID-19に対

して）の提示が、出発国とガーナ到着時で必要 

 Health Declaration Form 

 https://ghs-hdf.org/にアクセス 

 ｢select action｣から｢Children between 5-12 years｣を選び入力 

 入力後｢travel certificate｣が発行 

 コトカ国際空港で降機した際に提示を求められます。 

 16歳-17歳の年齢の場合、コトカ国際空港到着時に COVID-19 対応のワク

チン接種が必要です。また、10-15歳の年齢の場合も接種を勧められま

すが、見送ることも可能です。 

 Pfizer,Astrazeneca,J & J から選択可能です。 

 不要となった項目 

 ガーナ到着時の抗原検査料支払いおよび検査受検 

 入国後の隔離措置 

(ｳ) 0-9歳 

 必要な項目 

 Health Declaration Form 

 https://ghs-hdf.org/にアクセス 

https://ghs-hdf.org/
https://ghs-hdf.org/
https://ghs-hdf.org/
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 ｢select action｣から｢Children between 5-12 years｣を選び入力 

 入力後｢travel certificate｣が発行 

 提示を求められた時に、提示できるようにしてください 

 不要な項目 

 PCR 陰性証明書 

 コトカ国際空港到着時の迅速抗原検査受検および支払い 

 空港到着時のワクチン接種 

 隔離措置 

 

 

 

(b) ガーナ在留許可証(residence permit)を所持していない外国籍の場合 

(i) ワクチン接種完了の場合 

(ｱ) 全年齢において必要項目 

 ワクチン接種証明書（最終接種から 14日以上経過したもの） 

 panaBIOS サイトでワクチン接種情報の入力(項目 6参照） 

 Health Declaration Form 

 https://ghs-hdf.org/にアクセス 

 ｢select action｣から｢Vaccinated Covid-19 Traveler｣を選び入力 

 入力後｢travel certificate｣が発行 

 コトカ国際空港で降機した際に提示を求められます。 

(ｲ) 不要となった項目 

 出発国での PCR検査 

 出発国での PCR検査陰性証明書の提示 

 ガーナ到着時の抗原検査料支払いおよび検査受検 

 入国後の隔離措置 

(ii) ワクチン接種未完了の場合 

(ｱ) 6歳以上 

 ガーナへの入国は許可されません。よって、出発国にて飛行機への搭乗が許可さ

れません。各航空会社、コトカ国際空港にお問い合わせください。 

(ｲ) 0-5歳 

 必要項目 

 同行する両親、保護者がワクチン接種完了している必要があります。 

 Health Declaration Form 

 https://ghs-hdf.org/にアクセス 

 ｢select action｣から｢Children between 5-12 years｣を選び入力 

https://ghs-hdf.org/
https://ghs-hdf.org/
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 ｢travel certificate｣が発行されますので、これを保存してください。 

 必要時提示を求められます。 

 不要な項目 

 出発国での PCR検査 

 出発国での PCR検査陰性証明書の提示 

 ガーナ到着時の抗原検査料支払いおよび検査受検 

 コトカ国際空港でのワクチン接種 

 ガーナ入国後の隔離措置 

 

内容について確認は、下記のコトカ国際空港保健局にお問い合わせください。 

連絡先：＋２３３（０）３０－２５５－０６１２ 

 

③ ガーナでの乗り継ぎ 

最終目的国の基準に準拠 

 

(2) 日本側出入国ガイドライン 

 厚生労働省による出入国時の水際対策が行われています。日本への渡航前に以下

厚生労働省ホームページ内の水際対策関連情報：

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.htmlを御

参照ください。 

 

(3) 航空会社ガイドライン 

航空会社の大多数は、出発国と到着国の出入国ガイドラインの確認を主に行ってい

ます。この為、国際空港の各会社カウンターで搭乗手続きを行う際には、出入国時

に必要な書類の提示を求められることも散見されます。御利用となる航空会社のホ

ームページ等を御参照ください。 

 

上記情報は随時更新されております。内容のお問い合わせ先は次のとおり。 

 Ghana Airport Company Limited（Port Health Unit） 

 電話番号: 030-255-0612 (+3122 or +3145) 

 website: https://www.gacl.com.gh/ 

 

5.ガーナ内での渡航前用 COVID-19対応 PCR検査について 

ガーナから他国への渡航は、国(例：日本）によっては、渡航前の PCR検査の陰性証明を

求められます。以下に、ガーナ国内での PCR検査受検についてお知らせいたします。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
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(1) PanaBIOSによって認証されている施設での検査が必要となります。指定施設の検索

は、以下の手順で行います。 

① https://login.panabios.org/cas/loginにアクセス 

② サインイン 

初めてのサインインの場合は、｢create an account｣にアクセスし、サインアッ

プしてください 

③ 左側項目 Trusted Labs を選択 

④ Select country にて、Ghanaを選択し検索 

⑤ 各検査施設が閲覧できます 

⑥   が付いた検査施設にて受検可能です 

(2) panaBIOSシステムへの陰性証明書の入力について（渡航内容によりガーナ内で PCR陰

性証明書の発行が必要な場合） 

 

① ガーナから出国する際 

(a) チェックされる場所 

(i) コトカ国際空港ターミナル３出発ロビー入り口に設置されているカウンターで

す。しかし、素通りできることがほとんどです。 

(ii) 航空会社のチェックインカウンターで提示を求められる事も時折あります。 

 

以下入力手順です。 

 

(b) PanaBIOSの Web サイト:https://login.panabios.org/cas/loginアクセス 

(c) Sign inする。（初めての場合は｢create an account｣にアクセスし、サインアッ

プしたうえで、sign in してください） 

(d) Trusted Travel にアクセス 

(e) Validate Test For Travelにアクセス 

(f) 各項目の渡航情報と自動アップロードされている PCR陰性証明書を選択 

(g) 最後に表示される QRコードを含む Travel Certificateを、紙で印刷、スマート

フォンに保存し、必要時掲示してください。 

(3) ガーナから日本入国する場合の PCR陰性証明日本様式証明書について 

日本側水際対策 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_

00209.htmlの内容に沿って、準備をしてください。2022年 8月現在、日本様式の検

査証明書をアクラ内で発行の実績が確認されているのは以下の施設となりますので

御参考にしてください。 

① Frontiers Healthcare Services（24ｈ/365日受付及び証明書発行） 

② Noguchi Memorial Institute For Medical Research 

https://login.panabios.org/cas/login
https://login.panabios.org/cas/login
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
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③ Nyaho Medical Center Airport Branch 

④ The Trust Specialist Hospital 

 

注意）日本政府では、日本様式証明書の記載事項が含まれていれば、受検機関様式

の証明書でも日本への入国は可能です。当館で把握した空港チェックイン時の航空

会社とのトラブルを列挙します。 

 

 日本様式証明書（改訂前）のみ受け付けており、2022年 8月現在厚生労働省 HP

に更新されている日本様式陰性証明書の存在を知らない。 

 受検機関様式の証明書に、日本政府の求める項目全て記載されているにも関わ

らず、日本様式の証明書でない為、必要書類と認められない。 

 日本入国の際手続き簡略化の為に、ファストトラックを日本政府では、導入し

ているが、このファストトラックの存在を知らない。 

 

⑤ ガーナに入国する際（ガーナ入国の際に PCR陰性証明書が必要なケースのみこの作

業が必要です。） 

 （空港会社によっては、出発国(例：日本）航空会社カウンターでチェックさ

れます） 

(i) PanaBIOSの Webサイト:https://login.panabios.org/cas/loginアクセス 

(ii) Sign inする。（初めての場合は｢create an account｣にアクセスし、サインア

ップしたうえで、sign in してください） 

(iii) Validate Test For Travelにアクセス 

(iv) 各項目の渡航情報と出発国での PCR検査陰性証明書をアップロード 

(v) 最後に表示される QRコードを含む Travel Certificateを、紙で印刷、スマー

トフォンに保存し、必要時掲示してください。 

 

注意：ガーナ入国の際にガーナ政府職員から、PCR検査陰性証明を panaBIOSに

入力した内容の提示を求められる事は少ないのが現状ですが、念のため準備を

しておくことをお勧めします。一部の航空会社では飛行機搭乗前にチェックイ

ンカウンターで提示を求められる事例があります。 

 

6.panaBIOSへのワクチン接種情報の入力(ワクチン接種証明が必要な場合、登録必要です） 

 

(1) PanaBIOSの Webサイト:https://login.panabios.org/cas/loginアクセス 

 

https://login.panabios.org/cas/login
https://login.panabios.org/cas/login
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(2) Sign inする。（初めての場合は｢create an account｣にアクセスし、サインアップし

た後に、sign in してください） 

 

 

 

(3) ｢Trusted vaccines｣にアクセス 

 

 

 

 

 

 

(4) ｢Trusted Vaccines｣内の｢Upload Vaccine Record｣をクリック 

 



 12 / 15 
 

(5) ｢Upload Vaccine Record｣を、クリック 

(6) ワクチン情報を入力していきます。Upload Typeで｢self｣を選択し、｢submit｣ 

 

 

 

(7) 接種した国と接種したワクチンの対象疾患を選択します。COVID-19は｢SARS-Cov-2｣を

選択します。最後に｢Next｣をクリック 

 

 

(8) これまで接種した各ショットナンバー(何回目に接種）とワクチンの種類の組み合わせ

で、該当する項目を selectします。ワクチンの名前は、以下となります。 

① ｢Moderna｣：モデルナワクチン 

② ｢Comirnaty｣：ファイザー 

③ ｢Johnson & Johnson｣:ジョンソン

エンドジョンソン 

④ ｢Astrazeneca｣:アストラゼネカワ

クチン 

⑤ ｢Shinopharm｣:シノファームワク

チン 
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(9) 掲載例では、日本でファイザーワクチンを 3回接種しているので、該当項目を選択し

ています。選択後に最下段の｢Next｣をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) これまでのワクチン接種内容を、入力する。ワクチン証明書もしくはカードの個別

識別ナンバーが設定されていない場合は、空欄で可能。 

① ｢Vaccination Batch No｣:接種し

たワクチン毎の製造番号を入

力 

② ｢Manufacture｣:製造元である｢Pf

izer/BioNTech｣等を入力 

③ ｢Vaccination Date｣:ワクチン毎

の接種日を入力 

④ Vaccination Card Number:ワク

チン接種証明書(もしくはカー

ド）固有の整理番号を入力 

⑤ PDF,JPEG,PNG形式に変換したワ

クチン証明書を選択する。 

⑥ 全ての入力が修了したら｢Save｣

クリック 
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(11) QRコードが作成される。これまで入力した内容を確認し、画面下の操作で、保存も

しくは、印刷を行ってください。この提示を求められます。 

 

 

注意：ガーナ入国の際に、ガーナ政府職員から上記 panaBIOSへのワクチン接種情報

の入力内容の提示を求められる事は少ないのが現状ですが、念のため準備をしてお

くことをお勧めします。一部の航空会社では飛行機搭乗前にチェックインカウンタ

ーで提示を求められる事例があります。 

 

7.各医療機関連絡先詳細 

(1) Akai House Clinic, Accra 

 電話番号:030-278-4772 

 所在地:1 Sixth Circular Rd, Cantonments, Greater Accra 

 website: https://www.akaihouseclinic.com/ 

(2) Frontiers Healthcare Services 

 電話番号:030-297-6777 

 所在地:GACL Car park4, Airport Road, Airport City, Greater Accra 

 website:設置無し 

(3) Ghana Infectious Disease Center（Ga-EAST Municipal Hospitalに併設） 
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 電話番号:代表電話は設置無し 

 所在地:Adjacent to the Ga East Municipal Hospital, Kwabenya, Greate

r Accra 

 website:設置無し 

(4) Noguchi Memorial Institute For Medical Research 

 電話番号:030-250-1178 

 所在地:University of Ghana Legon campus, Legon, Greater Accra 

 website: https://www.noguchimedres.org/ 

(5) Nyaho Medical Center Airport Branch 

 電話番号:030-708-6490, 050-143-6662  

 所在地:35 Kofi Annan St, Airport Residential Area, Greater Accra 

 website: https://www.nyahomedical.com 

(6) The Trust Specialist Hospital 

 電話番号:030-279-7147, 023-684-0848 

 所在地:Angola Rd, Kukuhill, Osu, Greater Accra 

 website: http://www.thetrusthospital.com/specialist/ 

 

上記情報は、随時更新されていますので、各自で各項目最新情報をご確認ください 


